
平成26年度（平成26年10月）　公金支出情報

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

総務局 公文書館 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公文書館施設管理用消防用設備等保守点検業務委託料の支出について(上半期）
86,238

総務局 公文書館 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 大阪市公文書館維持管理用貯水槽清掃及び点検業務委託にかかる経費の支出について（第1回中間払い）
102,600

総務局 公文書館 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公文書館施設管理用機械警備等業務委託料の支出について（９月分）
6,480

総務局 公文書館 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公文書館維持管理用清掃業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
122,438

総務局 公文書館 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 公文書館事務用　コピー代の支出について（９月分）
10,545

総務局 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 地方分権改革推進事務用　関西広域連合議会　第８回産業環境常任委員会の出席に係る出張旅費の支出について
1,680

総務局 総務課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」の開催及び同経費の支出について（第50回）
95,060

総務局 総務課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」の開催及び同経費の支出について（第50回）
840

総務局 総務課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　不当労働行為事件にかかる弁護士立替実費（交通費）の支出について
59,000

総務局 総務課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 指定都市関係事務用　指定都市市長会　第２回窓口担当課長会議等の出席に係る出張旅費の支出について
28,500

総務局 総務課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　食糧費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（９月分２回目）
400

総務局 総務課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　印刷製本費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（９月分２回目）
4,960

総務局 総務課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（９月分２回目）
9,354

総務局 総務課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 指定都市関係事務に係る職員公舎用建物賃借の不動産賃借料の支出について（平成26年11月分）
131,000

総務局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 庁舎管理事務用　不当労働行為救済申立事件にかかる委任契約に基づく着手金の支出について
108,000

総務局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　平成26年度全国都道府県・政令指定都市北方対策主管課長会議への出席にかかる経費の支出について
64,500

総務局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎警備業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
655,510

総務局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎一般廃棄物収集運搬業務にかかる経費の支出について（平成26年７月～９月分）
87,645

総務局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎警備業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
4,630,880

総務局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理事務用　自動体外式除細動器の長期借入経費の支出について（９月分）
6,720

総務局 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎設備管理事務用　大阪市役所本庁舎昇降機設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
1,343,520

総務局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務（害虫駆除含む）委託にかかる経費の支出について（９月分）
320,968

総務局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務（害虫駆除含む）委託にかかる経費の支出について（９月分）
13,154

総務局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 地方分権改革推進事務用　内閣府地方分権改革推進室等との打合せの出席に係る出張旅費の支出について
29,240

総務局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 「地方自治情報化推進フェア2014」への出席にかかる経費の支出について（ICT活用推進用）
29,440

総務局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 外郭団体総括事務用定期購読誌「公益・一般法人」の購入に係る経費の支出について（平成26年度上半期分）
61,714

総務局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎電気使用料の支出について（9月分）
13,133,622

総務局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務（害虫駆除含む）委託にかかる経費の支出について（９月分）
2,296,758

総務局 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　インクジェットプリンタインクタンクほか８８点買入にかかる経費の支出について
48,799

総務局 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　新聞の購読にかかる経費の支出について（７～９月分）
185,913

総務局 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　インクジェットプリンタインクタンクほか８８点買入にかかる経費の支出について
20,004

総務局 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　インクジェットプリンタインクタンクほか８８点買入にかかる経費の支出について
76,663

総務局 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　インクジェットプリンタインクタンクほか８８点買入にかかる経費の支出について
153,414

総務局 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　インクジェットプリンタインクタンクほか８８点買入にかかる経費の支出について
7,479

総務局 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　インクジェットプリンタインクタンクほか８８点買入にかかる経費の支出について
51,516

総務局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成23年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（９月分）
57,251

総務局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成22年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（９月分）
267,553

総務局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成22年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（９月分）
231,613

総務局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成23年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（９月分）
22,634

総務局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用端末機等（視覚障がい者用）長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
56,894

総務局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　ＮＨＫ放送受信料（平成26年4月～平成27年3月分）の支出について
43,635

総務局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」に係る経費の支出について（第51回、52回）
213,885

総務局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体総括事務用　特別参与の報酬の支出について（平成26年９月分）
69,840

総務局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」に係る経費の支出について（第51回、52回）
2,040

総務局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（９月分）
16,460

総務局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（９月分）
59,666

総務局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　IP電話回線使用料の支出について（９月分）
1,155,322

総務局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（９月分）
31,484
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総務局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（公文書館９月分）
6,998

総務局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　IP電話内線網使用料の支出について（９月分）
37,103

総務局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 負担金、補助及交付金　分担金 地方分権改革推進事務に係る平成26年度関西広域連合負担金（10月請求分）の支払いについて（第３四半期）
8,359,000

総務局 行政課 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用仮処分執行に係る報酬及び手数料（立替実費）の支出について
162,000

総務局 行政課 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 情報公開・個人情報保護業務用市内出張交通費の支出について（２６年８月分）
4,560

総務局 行政課 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　手数料 訴訟事務用仮処分執行に係る報酬及び手数料（立替実費）の支出について
810,000

総務局 行政課 平成26年10月03日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 報償費　報償金 訴訟事務用訴訟に係る報酬金の支出について（平成26年４月分～６月分）
67,500

総務局 行政課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用現行法規総覧ほか８点買入にかかる経費の支出について（８月分）
31,675

総務局 行政課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 市民情報プラザ事務用カラー複写機に係る経費（プリント料金）の支出について（平成26年８月分）
7,805

総務局 行政課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 市民情報プラザ事務用カラー複写機に係る支出について（長期契約）（26年８月分）
9,180

総務局 行政課 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 訴訟事務用訴訟に係る報酬金の支出について（平成26年４月分～６月分）
1,618,650

総務局 行政課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用行政判例集成行政法総則編ほか１３点買入にかかる経費の支出について（８月分）
403,826

総務局 行政課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第221回大阪市個人情報保護審議会委員報酬の支出について
95,060

総務局 行政課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第219回大阪市情報公開審査会委員報酬の支出について
142,590

総務局 行政課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第218回大阪市情報公開審査会委員報酬の支出について
142,590

総務局 行政課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 訴訟事務用立替実費（印紙代及び郵券代）の支出について
5,035

総務局 行政課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　手数料 訴訟事務用立替実費（印紙代及び郵券代）の支出について
9,000

総務局 行政課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用第１回法規問題研究会にかかる経費の支出について（９月29日分）
34,200

総務局 行政課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 訴訟事務用立替実費（印紙代及び郵券代）の支出について
9,363

総務局 行政課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　手数料 訴訟事務用立替実費（印紙代及び郵券代）の支出について
44,000

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｅ
9,899

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｅ
10,800

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｅ
16,200

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｆ
73,799

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｅ
64,800

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｃ
64,800

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｆ
37,800

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｄ
64,800

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｇ
64,800

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｈ
110,698

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ａ
64,800

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｂ
64,800

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｄ
56,700

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｅ
7,199

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｅ
10,800

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ａ
15,299

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｆ
24,300

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｆ
66,599

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｄ
8,999

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｈ
9,899

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｈ
7,199

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｅ
3,599

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｂ
10,800

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｂ
37,798

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｄ
8,999

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｅ
6,299

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｃ
13,500

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｆ
107,099
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総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｆ
35,999

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｆ
27,000

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｅ
24,300

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｆ
48,600

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｄ
8,999

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｈ
40,500

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ａ
16,200

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｈ
13,500

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｅ
6,299

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｅ
25,199

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｄ
6,299

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｇ
16,200

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｄ
7,199

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｂ
21,600

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｃ
5,400

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｆ
66,599

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｆ
21,600

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｈ
9,899

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｅ
16,200

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｅ
44,999

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｃ
21,600

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｆ
24,300

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｅ
10,800

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｆ
24,300

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｂ
29,700

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｈ
17,999

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｂ
16,200

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｃ
21,600

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｅ
38,699

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｆ
59,400

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｃ
10,800

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｃ
8,100

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｂ
16,200

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 訴訟事務用強制執行に係る報酬及び手数料（立替実費）の支出について
3,988,440

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 役務費　手数料 訴訟事務用強制執行に係る報酬及び手数料（立替実費）の支出について
151,136

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｂ
3,240

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｂ
3,240

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｃ
13,500

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｆ
44,999

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｇ
10,800

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｃ
10,800

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｆ
41,399

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｂ
14,399

総務局 行政課 平成26年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｃ
17,099

総務局 行政課 平成26年10月15日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報償費　報償金 訴訟事務用訴訟に係る報酬金の支出について（平成26年４月分～６月分）
1,415,699

総務局 行政課 平成26年10月15日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｅ
32,400

総務局 行政課 平成26年10月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｄ
11,699

総務局 行政課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　特別旅費 派遣委託研修用自治大学校第１部・第２部特別課程第28期宿泊研修への出席に係る経費の支出について
28,700
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総務局 行政課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 法規事務用法律総合オンラインサービス使用にかかる経費の支出について（９月分）
49,766

総務局 行政課 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 訴訟事務用立替実費（印紙代及び郵券代）の支出について
5,035

総務局 行政課 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 訴訟事務用立替実費（印紙代及び郵券代）の支出について
160,500

総務局 行政課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 平成26年度市民情報プラザ窓口案内等業務委託経費の支出について（９月分）
279,000

総務局 行政課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 例規追録発行事務用大阪市例規追録第162号作製業務及び例規執務サポートシステムデータ作成・更新業務委託にかかる経費の支出について（第1回中間払い）
1,793,573

総務局 行政課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 市民情報プラザ事務処理端末の賃貸借に係る経費の支出について（平成26年９月分）
7,560

総務局 行政課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第220回大阪市情報公開審査会委員報酬の支出について
142,590

総務局 行政課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 法規事務用市内出張交通費の支出について（９月分）
4,070

総務局 行政課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「判例情報公開法」（追録）の購入に係る経費の支出について
6,788

総務局 行政課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用新版執行・保全手続実務録ほか９点買入にかかる経費の支出について（９月分）
6,894

総務局 行政課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用地方公営企業関係法令実例集追録の購入に係る経費の支出について（第３回中間払い）
13,477

総務局 行政課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公報発行事務用大阪市公報の発行に係る経費の支出について（９月分）
98,982

総務局 行政課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 訴訟事務用郵券代（立替実費）の支出について
970

総務局 行政課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 訴訟事務用仮処分申立に係る着手金の支出について
540,000

総務局 行政課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 訴訟事務用立替実費（印紙代及び郵券代）の支出について
16,822

総務局 行政課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　手数料 訴訟事務用立替実費（印紙代及び郵券代）の支出について
84,000

総務局 行政課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 文書管理システム事務用文書管理システム用サーバ機等一式の長期借入に係る経費の支出ついて（９月分）
8,861,400

総務局 行政課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 情報公開・個人情報保護業務用市内出張交通費の支出について（２６年９月分）
2,046

総務局 行政課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 市民情報プラザ事務用カラー複写機に係る経費（プリント料金）の支出について（平成26年９月分）
7,270

総務局 行政課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「月刊　判例地方自治」（26年９月号）の購入に係る経費の支出について
1,255

総務局 行政課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 市民情報プラザ事務用カラー複写機に係る支出について（長期契約）（26年９月分）
9,180

総務局 行政課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 文書事務用市内出張交通費の支出について（９月分）
4,182

総務局 行政課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書事務用文書事務提要第１３１号～第１３２号の購入にかかる経費の支出について
5,712

総務局 行政課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書管理事務用　コピー代の支出について（９月分）
614

総務局 行政課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書交換所事務用　コピー代の支出について（９月分）
519

総務局 行政課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 市民情報プラザ事務処理端末インターネット回線使用料の支払いについて（９月１日～９月30日使用分）
6,231

総務局 行政課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 文書管理システム事務用目録公開サブシステム用通信サービス利用料金の支出について（９月分）
16,350

総務局 行政課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 市民情報プラザ事務処理端末インターネット回線基本料の支払いについて（９月１日～９月30日使用分）
1,407

総務局 行政課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　筆耕翻訳料 文書管理事務用第６回大阪市公文書管理委員会会議録作成に係る経費の支出について
21,577

総務局 行政課 平成26年10月31日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 報償費　報償金 訴訟事務用訴訟に係る着手金の支出について
2,160,000

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金にかかる経費の支出について（８月分）
26,150

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 平成２６年度センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託（単価契約）にかかる経費の支出について（８月分）
3,382

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 旅費　普通旅費 平成２６年度秋季指定都市情報管理事務主管者会議への出席にかかる職員の管外出張について（一般事務用）
29,800

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 電算消耗品（記録メディア（ＤＡＴ１６０データカートリッジ）ほか合計８点）の買入に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）
755,676

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 ソフトウェアライセンス管理システムサーバ機及び周辺装置　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
26,460

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局２）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
1,857

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 大阪市ホームページCMS用機器（再リース）の賃貸借にかかる経費の支出について（９月分）
241,855

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局２）一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
3,291

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 クラウド型Web会議サービス提供　一式　長期継続にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
24,840

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局４）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
770

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局２）一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
1,042

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局３）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
1,774

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局４）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
1,584

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局１）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
3,073

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
1,549

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器【区役所分】（総務局）一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
1,310

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル（総務局行政部専有部分）自動扉保守点検業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（上期分）
302,400

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワークファイルサーバ用機器等一式にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
1,016,280
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総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局３）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
1,159

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル（総務局行政部専有部分）昇降機設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
63,180

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル（総務局行政部部分）入退館管理等施設警備業務の経費の支出について（９月分）
1,177,783

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
8,835

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
4,661

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
667

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
1,063

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
29,199

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
4,175

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 IT基盤管理用　電算消耗品（応用用紙ほか２点）の購入にかかる経費の支出について
138,942

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 タブレット型コンピュータ用物品（Lightning-VGAアダプタ）買入にかかる経費の支出について（ICTを活用した業務改善用）
5,307

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
63,180

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市インターネット基盤における公開系システム向け通信サービスに係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
25,056

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
2,132,568

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 平成２６年度センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託（単価契約）にかかる経費の支出について（９月分）
1,380

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル（総務局行政部専有部分）入退室管理装置保守点検業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（上期分）
180,360

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 負担金、補助及交付金　会費 外部講習会「パフォーマンス・コーチング」参加に係る経費の支出について（ＩＴ適正利用推進用）
96,120

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 負担金、補助及交付金　会費 外部講習会「ITサービスマネジメント基礎ワークショップ」参加に係る経費の支出について（ＩＴ適正利用推進用）
117,720

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム検証用iPad利用料の支出について(ＩＴ基盤管理用）9月分
20,741

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 ＩＣＴを活用した業務改善用　タブレット端末使用料の支出について（9月分）
83,752

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（９月分）
3,035,812

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスに係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
196,646

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市情報通信ネットワークに係る運用保守業務委託契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（上期分）
140,932,387

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 中央情報処理センター運用業務委託に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（第２四半期）
37,188,396

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 インターネット接続用ネットワークサービス及び内部情報系システム等ハウジングサービス業務委託にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
3,935,088

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
4,720,680

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 共通汎用機組織一式借入にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
16,560,936

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 業務系及び庁内情報ネットワーク用電子計算機組織一式　借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理）（９月分）
17,612,257

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムセンタープリンタ等（2）長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
3,017,520

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市情報通信ネットワークに係る運用保守業務委託契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（上期分）
9,430,094

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 大阪市情報通信ネットワークに係る運用保守業務委託契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（上期分）
12,099,745

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月27日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 大阪市情報通信ネットワークに係る運用保守業務委託契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（上期分）
1,784,498

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月27日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 生活保護施設整備費 委託料　委託料 大阪市情報通信ネットワークに係る運用保守業務委託契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（上期分）
9,317,255

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月27日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 大阪市情報通信ネットワークに係る運用保守業務委託契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（上期分）
2,489,652

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月27日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 委託料　委託料 大阪市情報通信ネットワークに係る運用保守業務委託契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（上期分）
1,784,497

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 大阪市情報通信ネットワークに係る運用保守業務委託契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（上期分）
3,568,995

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

委託料　委託料 大阪市情報通信ネットワークに係る運用保守業務委託契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（上期分）
317,996

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（９月分）
621,073

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 中央情報処理センター運用業務委託に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（第２四半期）
10,625,256

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 共通汎用機組織一式借入にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
4,731,696

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（９月分）
310,538

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 中央情報処理センター運用業務委託に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（第２四半期）
5,312,628

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 共通汎用機組織一式借入にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
2,365,848

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 ＩＴ基盤管理用　庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム検証用Androidタブレット利用料の経費支出について（９月分）
3,843

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 ＩＴ基盤管理用　大阪市ホームページ直接アクセス用インターネット回線使用料の支出について（９月分）
7,527

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　ＩＰ電話による通信料金の支出について(９月分）
48,334

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 スケジュール管理及び稼働統計システム運用保守等支援業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（上期分）
6,729,780

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　日本経済新聞の購読にかかる経費の支出について（一般事務用）（７月～９月分）
13,527



平成26年度（平成26年10月）　公金支出情報

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

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
11,394

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
1,458

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
3,240

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金にかかる経費の支出について（９月分）
28,960

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市情報通信ネットワーク回線使用料の支出について（ＩＴ基盤管理用）９月分
2,275,795

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
28,458

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 ＡＳＰ・ＳａａＳ型電子申請サービス一式　長期継続契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
351,000

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
810

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
2,430

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
10,530

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
405

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
405

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
2,430

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
810

総務局 ＩＴ統括課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（９月分）
28,306

総務局 監察課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 監察関係事務用コンプライアンス研修（区長・局部長級）講師謝礼金の支出について
71,700

総務局 監察課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 監察関係事務用コピー代金の支出について（８月分）
28,155

総務局 監察課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 監察関係事務用市内出張交通費の支出について（８月分）
5,714

総務局 監察課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市公正職務審査委員会委員報酬の支出について（９月開催分）
308,945

市民局 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 郵送事務処理センター事務用切手購入経費の支出について
25,800

市民局 総務課 平成26年10月01日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと西成人権文化センターに係る電気料金（低圧電力・９月分）の支出について
13,934

市民局 総務課 平成26年10月01日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと西成人権文化センター津守分館に係る電気料金（低圧電力・９月分）の支出について
9,033

市民局 総務課 平成26年10月01日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 財産管理用：もと西成人権文化センター津守分館外４施設機械警備業務委託の経費の支出について（８月分）
143,640

市民局 総務課 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民交流センター費 委託料　委託料 市民交流センターなにわ外９センター管理運営業務に関する所要経費の支出について（第３四半期分）
88,698,000

市民局 総務課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍の附票の写し等請求書ほか１点印刷の実施及び同経費の支出について（完成払・区役所住民情報担当事務用）
1,656,288

市民局 総務課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（８月分）
236,838

市民局 総務課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 天王寺サービスカウンターにおける不動産賃借の実施及び同経費の支出について（８月分）
901,986

市民局 総務課 平成26年10月06日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（８月分）
23,684

市民局 総務課 平成26年10月06日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 天王寺サービスカウンターにおける不動産賃借の実施及び同経費の支出について（８月分）
90,199

市民局 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 再生紙（A6）の購入ならびに経費の支出について
64,800

市民局 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 大阪市サービスカウンター事務用　コピー代金の支出について（８月分）
24,423

市民局 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター事務用　ファックス付コピー代金の支出について（８月分）
2,516

市民局 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 難波サービスカウンターにおける不動産賃借経費の支出について（上半期）
2,780,389

市民局 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 大阪市サービスカウンター事務用　コピー代金の支出について（８月分）
2,346

市民局 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 難波サービスカウンターにおける不動産賃借経費の支出について（上半期）
347,549

市民局 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ＦＡＸコピー代の支出について（８月分）
2,153

市民局 総務課 平成26年10月10日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 財産管理用：もと人権文化センターに係る電話料金（９月分）の支出について
20,826

市民局 総務課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 戸籍情報システムプリンタ用トナーカートリッジ買入経費の支出について
788,400

市民局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 住民異動届の印刷及び同経費の支出について（完成払・区役所住民情報担当事務用）
3,726,000

市民局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 梅田サービスカウンターにおける消火器点検業務委託及び所要経費の支出について（１回目）
2,880

市民局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 戸籍情報システム運用保守業務委託経費の支出について（８月分）
7,854,300

市民局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 梅田サービスカウンターにおける消火器点検業務委託及び所要経費の支出について（１回目）
1,440

市民局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと西成人権文化センターに係る電気料金（高圧電力・９月分）の支出について
46,473

市民局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金について（平成26年9月分1回目）
164

市民局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金について（平成26年9月分1回目）
2,592

市民局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金について（平成26年9月分1回目）
246

市民局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金について（平成26年9月分1回目）
6,588

市民局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと南方人権文化センターに係る電気料金（高圧電力・９月分）の支出について
32,395
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市民局 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成26年8月分　住民情報グループ一般事務用市内出張交通費の支出について
3,778

市民局 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（９月分）
6,897

市民局 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（９月分）
12,046

市民局 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（９月分）
1,205

市民局 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（９月分）
690

市民局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　④（カラープリンタ）（９月分）
22,334

市民局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン等機器一式　借入にかかる経費の支出について（９月分）
26,892

市民局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市民局庁内情報利用パソコン等（視覚障がい者用）長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
36,666

市民局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　①（９月分）
180,826

市民局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　③（９月分）
42,262

市民局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　⑥（９月分）
119,432

市民局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　⑤（９月分）
27,455

市民局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 城東区役所用地に関する土地地歴調査業務委託料の支出について
313,200

市民局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 市民局管理地における土壌状況調査業務委託にかかる委託料の支出について
1,587,600

市民局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 住民基本台帳カード印刷にかかる経費の支出について
17,926,920

市民局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 梅田サービスカウンターにおける自動扉開閉装置保守業務委託経費の支出について（上半期）
45,668

市民局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 天王寺サービスカウンターにおける自動扉開閉装置保守点検業務委託及び所要経費の支出について（上半期）
14,531

市民局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公的個人認証端末及び周辺機器の借入にかかる経費の支出について（９月分）
81,000

市民局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 証明書発行用システム機器長期借入経費の支出について（９月分）
856,380

市民局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用ネットワークスキャナ一式の借入経費の支出について（９月分）
8,704

市民局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム用端末機等一式借入にかかる経費の支出について（再リース・９月分）
1,650,240

市民局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム機器用共通ソフトウェア一式借入にかかる経費の支出について（９月分）
1,383,436

市民局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用Ｔｈｉｎクライアント一式の借入経費の支出について（９月分）
502,286

市民局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用プリンタ一式借入経費の支出について（９月分）
147,722

市民局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム機種更新にかかる端末機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
398,520

市民局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム機種更新にかかるサーバ機器一式借入にかかる経費の支出について（９月分）
300,240

市民局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム用サーバ等機器一式借入にかかる経費の支出について（再リース・９月分）
3,115,044

市民局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（プリンタ）長期借入経費の支出について（９月分）
29,268

市民局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公的個人認証システム用鍵ペア生成装置借入にかかる経費の支出について（９月分）
208,116

市民局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用サーバ・クライアント・プリンタ及び周辺機器一式の借入経費の支出について（９月分）
530,593

市民局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（プリンタ）長期借入経費の支出について（９月分）
62,208

市民局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（プリンタ）長期借入経費の支出について（９月分）
44,755

市民局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 梅田サービスカウンターにおける自動扉開閉装置保守業務委託経費の支出について（上半期）
34,252

市民局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 天王寺サービスカウンターにおける自動扉開閉装置保守点検業務委託及び所要経費の支出について（上半期）
1,453

市民局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 城東区複合施設建設に伴う大阪府有地の賃貸借経費の支出について（上半期分）
6,059,217

市民局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと加島人権文化センターに係る電気料金（定額電灯・９月分）の支出について
306

市民局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと加島人権文化センターに係る電気料金（従量電灯Ａ・９月分）の支出について
775

市民局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 城東区複合施設建設に伴う大阪府有地の賃貸借経費の支出について（上半期分）
4,535,194

市民局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 城東区複合施設建設に伴う大阪府有地の賃貸借経費の支出について（上半期分）
651,397

市民局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 城東区複合施設建設に伴う大阪府有地の賃貸借経費の支出について（上半期分）
1,044,692

市民局 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（9月分）（市政改革室移管分）
18,288

市民局 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（9月分）
206,372

市民局 総務課 平成26年10月29日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 財産管理用：もと西成人権文化センター津守分館外４施設機械警備業務委託の経費の支出について（９月分）
143,640

市民局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　朝日新聞購読経費の支出について（平成26年7月～9月分）
12,111

市民局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　産経新聞購読経費の支出について（平成26年7月～9月分）
12,111

市民局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　大阪日日新聞購読経費の支出について（平成２６年４月～９月分）
12,300

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ＦＡＸコピー代の支出について（９月分）
2,463

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
3,977
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市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民交流センター費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
682

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
738

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
29,833

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
82

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
7,894

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
936

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
4,218

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
5,259

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター事務用　コピー代金の支出について（９月分）
41,897

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 証明発行システム機器保守契約経費（コピー代）の支出について（３４箇所９月分）
31,888

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 梅田サービスカウンター維持管理用　光熱水費の支出について（９月分）
27,791

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 郵送事務処理センター及び大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（９月分）
23,211

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
902

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 郵送事務処理センター及び大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（９月分）
7,649

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（９月分）
4,860

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
324

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
6,412

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 サービスカウンター事務用庁内情報ネットワーク回線使用料の支出について（９月分）
20,994

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
880

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（９月分）
32,767

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（９月分）
1,620

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
1,562

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市梅田サービスカウンター用業務委託料（平成２６年９月分）の支出について
2,469,096

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（９月分）
4,860

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（９月分）
1,620

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 梅田サービスカウンターにおける不動産賃借の実施及び同経費の支出について（１０月分）
1,569,888

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 梅田サービスカウンター維持管理用　光熱水費の支出について（９月分）
6,477

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（９月分）
1,219

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 梅田サービスカウンターにおける不動産賃借の実施及び同経費の支出について（１０月分）
365,904

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 城東区複合施設建設に伴う事業用地の賃貸借経費の支出について（第２四半期分）
840,330

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと西成人権文化センター津守分館に係る電気料金（低圧電力・10月分）の支出について
8,896

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと西成人権文化センターに係る電気料金（低圧電力・10月分）の支出について
13,911

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
338

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 財産管理用：もと南方人権文化センターに係る電話料金（１０月分）の支出について
3,281

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 城東区複合施設建設に伴う事業用地の賃貸借経費の支出について（第２四半期分）
628,968

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 城東区複合施設建設に伴う事業用地の賃貸借経費の支出について（第２四半期分）
90,339

市民局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 城東区複合施設建設に伴う事業用地の賃貸借経費の支出について（第２四半期分）
144,885

市民局 消費者センター 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（９月６日分）に係る講師への報償金の支出について
7,800

市民局 消費者センター 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（9月1日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（9月7日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用電子複写機消耗品代の支出について（平成26年8月分）
26,448

市民局 消費者センター 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 コンピュータ関係費用庁内情報通信サービス提供経費の支出について（8月分）
6,998

市民局 消費者センター 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　其他委員等旅費 消費生活相談用平成２６年度消費生活相談員研修専門・事例講座④への出張について
37,760

市民局 消費者センター 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（９月１２日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（7月7日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（9月14日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（9月17日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（9月19日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000
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市民局 消費者センター 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（9月18日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（9月18日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（9月17日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分その2）
21

市民局 消費者センター 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
17,050

市民局 消費者センター 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（9月24日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用ＦＡＸコピー代の支出について（消費者センター　平成26年8月分）
6,229

市民局 消費者センター 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用ＦＡＸコピー代の支出について（本庁　平成26年8月分）
59

市民局 消費者センター 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用ＮＢＬ購入経費の支出について（9月発刊分）
2,851

市民局 消費者センター 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（9月17日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（9月26日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（9月26日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（9月27日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（職員８月１部）
2,780

市民局 消費者センター 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（職員８月１部）
11,912

市民局 消費者センター 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　其他委員等旅費 消費生活相談用平成２６年度消費生活相談員研修専門講座地域コース（岡山県）への出張について
21,000

市民局 消費者センター 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 消費生活相談用「個人情報保護　管理・運用の実務」追録（６１～６２号）購入に係る経費の支出について
8,721

市民局 消費者センター 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　其他委員等旅費 消費生活相談用市内等出張交通費の支出について（相談員9月分1部）
4,785

市民局 消費者センター 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用朝日新聞購読料の支出について（平成26年7月分～平成26年9月分）
12,111

市民局 消費者センター 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用大阪日日新聞購読料の支出について（平成26年7月分～平成26年9月分）
6,150

市民局 消費者センター 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用毎日新聞購読料の支出について（平成26年7月分～平成26年9月分）
12,111

市民局 消費者センター 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用日本経済新聞購読料の支出について（平成26年7月分～平成26年9月分）
13,527

市民局 消費者センター 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用産経新聞購読料の支出について（平成26年7月分～平成26年9月分）
12,111

市民局 消費者センター 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成26年9月分）
95,703

市民局 消費者センター 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成26年9月分）
176,499

市民局 消費者センター 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成26年9月分）
2,496

市民局 消費者センター 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成26年9月分）
4,860

市民局 消費者センター 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 使用料及賃借料　不動産賃借料 施設維持管理用消費者センター事務所部分賃借料の支出について（平成26年度）（11月分）
7,613,437

市民局 消費者センター 平成26年10月24日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　其他委員等旅費 消費者行政活性化用市内等出張交通費の支出について（相談員9月分2部）
2,780

市民局 消費者センター 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 消費生活相談用「平成２４年版　特定商取引に関する法律の解説」購入にかかる経費の支出について
7,560

市民局 消費者センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（１０月２日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用電子複写機消耗品代の支出について（平成26年9月分）
46,081

市民局 消費者センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について（9月分）
5,107

市民局 消費者センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 啓発展示スペース用プロバイダー料の支出について（９月分）
4,104

市民局 人権企画課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 平成２６年度第１回大阪市人権施策推進審議会公募委員選考会議の開催にかかる経費の支出について
22,800

市民局 人権企画課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 犯罪被害者等支援用 平成26年度第１回「いのちの大切さを伝える」講演会の講演料の支出について
17,880

市民局 人権企画課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 人権情報収集用　平成２６年度全日本同和会全国女性部研修会への参加資料代の支出について
3,000

市民局 人権企画課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 多文化共生施策用　多文化共生地域協働サポート事業「グローバル子育て講座」にかかる報償費の支出について
5,119

市民局 男女共同参画課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 庁内回線利用料の支出について（８月分・配偶者暴力相談支援用）
6,998

市民局 男女共同参画課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報償費　報償金 大阪市女性活躍促進企業認証事業業務委託事業者選定会議の開催に係る委員謝礼及び同交通費実費弁償の支出について
57,780

市民局 男女共同参画課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 委託料　委託料 平成26年度男女共同参画センター南部館管理運営業務代行料支出について（管理運営用 第3回分）
20,897,565

市民局 男女共同参画課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 委託料　委託料 平成26年度男女共同参画センター中央館・北部館・西部館管理運営代行料支出について（管理運営用 第3回分）
104,123,500

市民局 男女共同参画課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 委託料　委託料 平成26年度男女共同参画センター東部館管理運営業務代行料支出について（管理運営用 第3四半期分）
16,010,700

市民局 男女共同参画課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報償費　報償金 大阪市立男女共同参画センター指定管理予定者選定委員会(第1回)の報酬の支出について
82,445

市民局 男女共同参画課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金の支出について（9月分・配偶者暴力相談支援用）
966

市民局 男女共同参画課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 委託料　委託料 大阪市配偶者暴力相談支援センターにおけるDV等の相談対応及びDV等により緊急一時的に保護された被害者等に対する同所要経費の支出について（第２四半期分）
5,377,320

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電気料金の支出について（8月分）
95,198

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 Jリーグセレッソ大阪と連携・協力した人権啓発事業に係るポスター、啓発カード及びクリアファイル印刷業務（その２）にかかる消耗品費及び印刷製本費の支出について
204,120
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市民局 人権啓発・相談センター 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　印刷製本費 Jリーグセレッソ大阪と連携・協力した人権啓発事業に係るポスター、啓発カード及びクリアファイル印刷業務（その２）にかかる消耗品費及び印刷製本費の支出について
263,088

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市人権啓発情報誌「KOKOROねっと」発送業務にかかる委託料の支出について（2回目／全4回）
139,536

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成２６年度「人権相談事業」業務委託にかかる支出について（第３四半期分）
11,503,620

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 啓発事務用　市内等出張交通費の支出について（４月分）
19,342

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 平成26年度「人権の花」運動実施にかかる球根外２点（大阪市立大淀小学校外24箇所）買入にかかる消耗品費の支出について
270,000

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成26年度「人権啓発推進員の育成事業」にかかる業務委託経費の支出について（第2四半期分）
3,262,255

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成26年度「企業啓発支援事業」にかかる業務委託経費の支出について（第2四半期分）
3,643,170

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成26年度「企業・事業所を対象とした人権関連研修案内」発送業務委託経費の支出について（第3回分/全5回）
324,000

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成26年度「企業・事業所を対象とした人権関連研修案内」発送業務委託経費の支出について（第4回分/全5回）
324,000

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電子複写機消耗品代の支出について（９月分）
31,338

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電気料金の支出について（9月分）
88,147

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　建物修繕料 大阪市阿波座センタービル小型ガス吸収式冷温水機修繕業務にかかる建物修繕料の支出について
46,008

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電話料金（光）の支出について（９月分）
20,054

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 人権侵害事象等現認用パソコン回線サービス料の支出について（９月分）
1,404

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用郵便後納料金の支出について（9月分）
10,683

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用庁内情報システム回線使用料の支出について（9月分）
6,998

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発用　人権啓発情報誌アンケート回収にかかる郵便後納料金の支出について（9月請求分）
12,222

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル一般廃棄物収集運搬業務委託の実施及び同経費の支出について（２回目／全４回支払）
22,949

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年10月08日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用　平成26年度「しごと情報ひろば天下茶屋」施設警備業務委託料の支出について（4月～8月分）
37,800

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 旅費　普通旅費 雇用・勤労施策用　８月分市内等出張交通費の支出について
10,656

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年10月24日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 雇用・勤労施策用　多世代の就職支援事業等にかかる委託団体等選定会議の開催及び同経費の支出について（平成２６年９月１０日開催分）
48,015

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年10月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用「さがす！つながる！地域密着求人開拓事業（女性応援）しごと情報ひろば総合的就労支援事業」にかかる委託料の支出について全5回／4回目
8,722,071

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年10月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用「さがす！つながる！地域密着求人開拓事業（南エリア）しごと情報ひろば総合的就労支援事業」にかかる委託料の支出について全5回／4回目
10,454,196

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年10月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用「さがす！つながる！地域密着求人開拓事業（北エリア）しごと情報ひろば総合的就労支援事業」にかかる委託料の支出について全5回／4回目
8,249,724

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年10月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用「さがす！つながる！地域密着求人開拓事業(南エリア)しごと情報ひろば総合的就労支援事業」（市費分）にかかる委託料の支出について第３四半期分
12,696,252

市民局 政策支援担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成26年8月分　政策支援グループ一般事務用市内出張交通費の支出について
2,730

市民局 調整担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 平成26年度指定都市区長会議出席にかかる資料代の支出について
9,000

市民局 調整担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 点字プリンタ等一式長期借入（H26～福島区役所外１箇所）にかかる使用料の支出について（９月分）
47,304

市民局 調整担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 点字プリンタ等一式長期借入（H25～H30）にかかる使用料の支出について(９月分）
435,750

市民局 調整担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成26年9月分　調整担当一般事務用市内出張交通費の支出について
1,712

市民局 調整担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成26年度指定都市区長会議にかかる旅費の支出について
12,040

市民局 調整担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 点字プリンタ等一式借入（住之江区役所及び東住吉区役所）にかかる使用料の支出について（９月分）
4,114

市民局 業務改革担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　食糧費 平成26年度第2回区役所住民情報業務等委託事業者選定会議にかかる食糧費（4名分）の支出について
400

市民局 業務改革担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報償費　報償金 平成26年度第2回　区役所住民情報業務等委託事業者選定会議にかかる委員謝礼の支出について
66,000

市民局 業務改革担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 ナイター法律相談（平成２６年１０月）における会場使用料の支出について
14,600

市民局 業務改革担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成26年9月分　業務改革グループ一般事務用市内出張交通費の支出について
8,308

市民局 業務改革担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　食糧費 平成26年度第3回区役所住民情報業務等委託事業者選定会議にかかる食糧費（4名分）の支出について
400

市民局 業務改革担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報償費　報償金 平成26年度第3回　区役所住民情報業務等委託事業者選定会議にかかる委員謝礼の支出について
66,000

市民局 業務改革担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 平成26年度法律相談にかかる委託料の支出について（７～９月分）
15,201,900

市民局 業務改革担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 平成26年度外国籍住民法律相談にかかる委託料の支出について（７～９月分）
179,550

市民局 業務改革担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報償費　報償金 平成２６年度家庭問題相談事業にかかる相談員報償金の支払いについて（９月分）
84,000

市民局 業務改革担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 平成26年度大阪市民ナイター法律相談・日曜法律相談補助業務従事者派遣にかかる業務委託料の支出について（９月分）
26,082

市民局 地域活動担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報償費　報償金 平成２６年８月２１日開催　地域活動協議会事例勉強会用報償金の支出について
13,600

市民局 地域振興担当 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　普通旅費 地域振興担当一般事務用市内出張交通費の支出について（平成26年６・７月分）
26,227

市民局 地域資源担当 平成26年10月15日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 地域力向上のための講師派遣制度に係る講師謝礼金の支出について（９月１１日、生野区分）
28,220

市民局 地域資源担当 平成26年10月20日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 地域力向上のための講師派遣制度に係る講師謝礼金の支出について（９月２０日、総合生涯学習センター分）
33,840

市民局 市民活動担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 委託料　委託料 ＮＰＯ・ボランティア活動推進支援事業の委託料の支出について（第３四半期分）
10,905,747

市民局 市民活動担当 平成26年10月10日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 地域貢献活動マッチングシステム運営事業の委託料の支出について（第３四半期分）
2,002,092



平成26年度（平成26年10月）　公金支出情報

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

市民局 市民活動担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報酬　其他委員等報酬 第７回　市民活動に係る提言策定ワーキング部会にかかる委員報酬（４名分）の支出について
64,020

市民局 市民活動担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　消耗品費 市民活動グループ用コピー代金の支出について（９月分）
10,115

市民局 市民活動担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 ＮＰＯ法人認証事務用ＦＡＸ回線使用料の支出について（９月分）
2,711

市民局 市民活動担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 クリック募金にかかるホスティングサーバ使用料（９月分）の支出について
10,079

市民局 市民活動担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市市民活動推進助成事業等補助金の支出について（指令市民市活第２号）
737,000

市民局 地域安全担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　印刷製本費 交通安全事業用　自転車ルールブックの作製経費の支出について
158,976

市民局 地域安全担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 委託料　委託料 平成26年度指定区における夜間の青色防犯パトロール業務委託契約（平成26年7月～平成27年3月）にかかる経費の支出について（7月、8月、9月分）
16,658,460

市民局 地域安全担当 平成26年10月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　其他委員等旅費 客引き指導員巡回指導にかかる市内出張交通費の支出について（９月分）
31,080

市民局 地域安全担当 平成26年10月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 街頭犯罪多発地域における重点パトロール業務委託料（平成26年8月～平成27年3月）の支出について（8月分）
24,761,934

市民局 地域安全担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 旅費　普通旅費 平成２６年度大都市交通安全主管者会議への出席及び同経費の支出について
20,000

市民局 地域安全担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市保護司会連絡協議会活動補助金の支出について
522,000

市民局 地域安全担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　印刷製本費 安全なまちづくり推進用　地域安全運動周知ポスターの作製経費の支出について
50,992

財政局 財務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　月刊「地方財政」（８月号）の買入及び経費の支出について
1,440

財政局 財務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　追録（質疑応答　公営企業実務提要　144-147）の購読及び経費の支出について
14,400

財政局 財務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　其他委員等旅費 財務部事務用　市内出張交通費の支出について（６月～８月非常勤嘱託職員分）
1,920

財政局 財務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　市内出張交通費の支出について（９月分）
5,934

財政局 財務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　トナーユニット外29点買入及び経費の支出について
325,512

財政局 財務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　追録（地方公営企業実務ハンドブック181-187）の購読にかかる経費の支出について
17,822

財政局 財務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　毎日新聞外1点の購読にかかる経費の支出について（７～９月分）
25,638

財政局 財務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　読売新聞の購読にかかる経費の支出について（７～９月分）
12,111

財政局 財務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　産経新聞の購読にかかる経費の支出について（７～９月分）
12,111

財政局 財務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　朝日新聞の購読にかかる経費の支出について（７～９月分）
12,111

財政局 財務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
104,615

財政局 財務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　カラープリンタ等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
16,459

財政局 財務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
1,771

財政局 財務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
33,017

財政局 財務課 平成26年10月29日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　カラープリンタ等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
9,396

財政局 財務課 平成26年10月29日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
15,008

財政局 財務課 平成26年10月29日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
1,771

財政局 財務課 平成26年10月29日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
33,482

財政局 財務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 財務部事務用　後納郵便料金（９月分）の支出について
1,222

財政局 財源課（公債） 平成26年10月01日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
88,728,165

財政局 財源課（公債） 平成26年10月01日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
233,136,972

財政局 財源課（公債） 平成26年10月01日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 財務調査官および個別訪問ＩＲに係る出張旅費の支出について
88,200

財政局 財源課（公債） 平成26年10月01日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年１０月１日支払分キャップ料の支出について
13,266,246

財政局 財源課（公債） 平成26年10月10日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
55,647,118

財政局 財源課（公債） 平成26年10月17日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
106,500,000

財政局 財源課（公債） 平成26年10月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年１０月１７日支払分利子支払手数料の支出について
81,000

財政局 財源課（公債） 平成26年10月22日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
5,000,000,000

財政局 財源課（公債） 平成26年10月22日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
13,000,008

財政局 財源課（公債） 平成26年10月22日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
300,000,000

財政局 財源課（公債） 平成26年10月22日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年１０月２２日支払分利子支払手数料の支出について
243,000

財政局 財源課（公債） 平成26年10月23日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
65,724,565

財政局 財源課（公債） 平成26年10月23日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲに係る出張旅費の支出について
69,280

財政局 財源課（公債） 平成26年10月23日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年１０月２３日支払分キャップ料の支出について
9,927,123

財政局 財源課（公債） 平成26年10月24日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
30,000,000,000

財政局 財源課（公債） 平成26年10月24日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
524,700,000

財政局 財源課（公債） 平成26年10月24日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年１０月２４日支払分利子支払手数料の支出について
889,887
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財政局 財源課（公債） 平成26年10月24日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 委託料　委託料 蓄積基金事務用「債券管理プログラム保守管理業務委託」に係る経費の支出について（７～９月分）
64,800

財政局 財源課（公債） 平成26年10月24日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財源調整事務用「金融情報提供サービス」利用に係る経費の支出について
166,374

財政局 財源課（公債） 平成26年10月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第139回共同発行市場公募地方債に係る受託・引受手数料の支出について
777,600

財政局 財源課（公債） 平成26年10月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第139回共同発行市場公募地方債に係る受託・引受手数料の支出について
21,060,000

財政局 財源課（公債） 平成26年10月28日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
107,500,000

財政局 財源課（公債） 平成26年10月28日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
43,550,000

財政局 財源課（公債） 平成26年10月28日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
137,900,000

財政局 財源課（公債） 平成26年10月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年１０月２８日支払分元利金支払手数料の支出について
36,145

財政局 財源課（公債） 平成26年10月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年１０月２８日支払分利子支払手数料の支出について
113,400

財政局 財源課（公債） 平成26年10月29日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲに係る出張旅費の支出について
59,040

財政局 財源課（公債） 平成26年10月29日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第138回共同発行市場公募地方債に係る新規記録手数料の支出について
51,731

財政局 財源課（公債） 平成26年10月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 需用費　消耗品費 財源調整事務用「地方債実務要覧２５２２－２５３６」外１点の購入に係る経費の支出について
61,455

財政局 財源課（公債） 平成26年10月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 需用費　消耗品費 財源調整事務用「月刊　地方財務　2014年8月号」外１点の購入に係る経費の支出について
7,200

財政局 財源課（公債） 平成26年10月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　通信運搬費 財務部事務用金融情報閲覧用インターネット利用に係る経費の支出について（９月分）
4,176

財政局 財源課（公債） 平成26年10月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財源調整事務用「金融情報提供サービス用パソコン等借入（再リース）」に係る経費の支出について
1,561

財政局 財源課（公債） 平成26年10月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 起債事務用「キャピタルアイ・ニュース購読」に係る経費の支出について（７～９月分）
97,200

財政局 財源課（公債） 平成26年10月31日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（９月分）の支出について
1,560

財政局 財源課（公債） 平成26年10月31日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　通信運搬費 財務部事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
5,729

財政局 財源課（公債） 平成26年10月31日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年１０月３１日支払分元利金支払手数料の支出について
82,057

財政局 管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田市税事務所外４市税事務所におけるコピー機（Ａ２）対応コピー代支出について　　（８月分）
175,466

財政局 管理課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部分室（システムＧ）事務用乾式電子複写機にかかるコピー代（８月分）の支出について
43,161

財政局 管理課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部分室（課税課路線価チーム）事務用乾式電子複写機にかかるコピー代（８月分）の支出について
113,900

財政局 管理課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用国税徴収総覧外２点の買入に係る経費の支出について
57,707

財政局 管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用朝日新聞（７月～９月分）買入に係る経費の支出について
12,111

財政局 管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用官報（７～９月分）の買入に係る経費の支出について
98,307

財政局 管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用読売新聞（平成２６年７月～平成２６年９月分）買入に係る経費の支出について
12,111

財政局 管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用毎日新聞（平成26年7月～平成26年9月分）及び日本経済新聞（平成26年7月～平成26年9月分）買入に係る経費の支出について
25,638

財政局 管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用税関係法令判例通達集（追録）（5701-5754号）買入に係る経費の支出について
105,570

財政局 管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用判例時報（9/1号）外7点の買入に係る経費の支出について
56,332

財政局 管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用税のしるべ（平成26年7月～平成26年9月分）の買入に係る経費の支出について
5,094

財政局 管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用税務経理（平成２６年７月～９月分）の買入に係る経費の支出について
160,380

財政局 管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用行政判例集成租税編他１点の買入に係る経費の支出について
232,375

財政局 管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用自治体職員のための事例解説債権管理・回収の手引き（9-11号）他1点の買入に係る経費の支出について
186,071

財政局 管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所（軽自動車税担当）に係る後納郵便料金の支出について（８月分）
97

財政局 管理課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度　税務部・市税事務所における税務事務補助業務に係る労働者派遣業務の支出について（８月分）
1,381,570

財政局 管理課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成26年度　税務部・市税事務所における税務事務補助業務に係る労働者派遣業務の支出について（８月分）
1,531,859

財政局 管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用建築と社会（平成２６年４月～平成２６年９月号）の買入に係る経費の支出について
7,380

財政局 管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用　産経新聞（平成２６年７月～平成２６年９月）（船場法人市税事務所）買入に係る経費の支出について
12,111

財政局 管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用産経新聞（平成２６年４月～平成２６年９月分）（弁天町市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用産経新聞（平成２６年４月～平成２６年９月分）（あべの市税事務所）買入に係る実施及び同経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用毎日新聞（平成２６年４月～平成２６年９月分）（弁天町市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用毎日新聞、日本経済新聞（平成26年4月～平成26年9月分）（あべの市税事務所）買入に係る経費の支出について
51,276

財政局 管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用朝日新聞（平成２６年４月～平成２６年９月分）（あべの市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用　朝日新聞（平成２６年４月～平成２６年９月）（船場法人市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用　読売新聞、日本経済新聞（平成２６年４月～平成２６年９月）（弁天町市税事務所）買入に係る経費の支出について
51,276

財政局 管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用　朝日新聞（平成２６年４月～平成２６年９月分）（弁天町市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る駐輪場利用料の支出について（１０月分）
35,380

財政局 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　費用弁償 税務部管理課における嘱託職員の交通費（６ヶ月定期券：平成26年10月～平成27年３月分）の支出について
137,430
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財政局 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年9月分）
1,030

財政局 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 税証明書発行手数料等クレジット入金処理業務委託にかかる手数料の支出について
516

財政局 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用読売新聞（平成２６年４月～平成２６年９月分）（あべの市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市なんば市税事務所清掃業務委託経費の支出について（９月分）
84,240

財政局 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局船場法人市税事務所機械警備業務委託に係る実施及び同経費の支出について（９月分）
27,000

財政局 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る駐車場利用料の支出について（１１月分）
45,870

財政局 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る駐輪場利用料の支出について（１０月分）
10,800

財政局 管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　費用弁償 税務部管理課における嘱託職員の交通費（９月分）の支出について（１４名分）
169,309

財政局 管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 大阪市税務事務システム等再構築・運用保守等支援業務委託に係る経費の支出について（平成２６年度　第２四半期）
17,969,850

財政局 管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（７月口座不能分）
1,120

財政局 管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 梅田市税事務所に係る光熱水費の支出について（９月分）
391,827

財政局 管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪駅前第２ビル管理費及び修繕積立金（平成２６年１０月分）の支出について
2,464,342

財政局 管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 大阪駅前第２ビルに係る共用部分使用料の支出について（第３四半期分）
350,592

財政局 管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪駅前第２ビル管理費及び修繕積立金（平成２６年１０月分）の支出について
817,626

財政局 管理課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム端末機器等長期借入経費の支出について（９月分）
467,359

財政局 管理課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（９月分）
9,547,848

財政局 管理課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用読売新聞（平成２６年４月～平成２６年９月分）（梅田市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用毎日新聞（平成２６年４月～平成２６年９月分）（梅田市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用　産経新聞（平成２６年４月～平成２６年９月）（梅田市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用　日本経済新聞（平成２６年４月～平成２６年９月分）（梅田市税事務所）買入に係る経費の支出について
27,054

財政局 管理課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用朝日新聞（平成２６年４月～平成２６年９月分）（梅田市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局梅田市税事務所機械警備業務委託に係る経費の支出について（９月分）
16,200

財政局 管理課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 梅田市税事務所（大阪駅前第２ビル）に係る駐車場利用料の支出について（１１月分）
64,800

財政局 管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 あべのメディックスに係る光熱水費の支出について（電気料９月分）
216,610

財政局 管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市弁天町市税事務所清掃業務委託（長期継続契約）の支出について（９月分）
158,857

財政局 管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 あべのメディックス管理費及び修繕積立金（平成２６年１１月分）の支出について
1,151,955

財政局 管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る貸室賃貸借料の支出について（１１月分）
10,934,847

財政局 管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 弁天町市税事務所（オーク２００）に係る貸室賃貸借料及び共益費の支出について（１０月分）
7,669,817

財政局 管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 あべのメディックス管理費及び修繕積立金（平成２６年１１月分）の支出について
307,191

財政局 管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報償費　報償金 顧問弁護士契約に係る報酬の支出について（平成26年７月～９月分）
162,000

財政局 管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用産経新聞（平成２６年４月～平成２６年９月）（京橋市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用　毎日新聞、日本経済新聞（平成２６年４月～平成２６年９月分）（京橋市税事務所）買入に係る経費の支出について
51,276

財政局 管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田外５市税事務所におけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（９月分）
349,238

財政局 管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用　読売新聞（平成２６年４月～平成２６年９月分）（京橋市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用朝日新聞（平成２６年４月～平成２６年９月分）（京橋市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所（納税担当）に係る後納郵便料金の支出について（９月分）
28,712

財政局 管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所（軽自動車税担当）に係る後納郵便料金の支出について（９月分）
4,288

財政局 管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所軽自動車税担当に係る後納郵便料金の支出について（９月分）
194

財政局 管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（９月分）
14,836

財政局 管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所収納対策担当に係る後納郵便料金の支出について（９月分）
72,760

財政局 管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所（固定資産税担当）に係る後納郵便料金の支出について（９月分）
679

財政局 管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所収納対策担当に係る後納郵便料金の支出について（９月分）
15,336

財政局 管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所固定資産税担当に係る後納郵便料金の支出について（９月分）
582

財政局 管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所（市民税担当）に係る後納郵便料金の支出について（９月分）
112,746

財政局 管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所個人市民税担当に係る後納郵便料金の支出について（９月分）
56,427

財政局 管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局弁天町市税事務所機械警備業務委託に係る経費の支出について（９月分）
31,968

財政局 管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市京橋市税事務所清掃業務委託　長期継続の経費の支出について（９月分）
651,564

財政局 管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 京橋市税事務所（JEI京橋ビル）に係る貸室賃貸借料及び共益費の支出について（１１月分）
7,592,847
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財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 地方財政審議会固定資産評価分科会の開催について
29,310

財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部分室（システムＧ）事務用乾式電子複写機にかかるコピー代（９月分）の支出について
84,265

財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用債権管理・回収の実務（追録）（３０１－３０２号）外１点の買入に係る経費の支出について
12,757

財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用新建築（9月号）外3点の買入に係る経費の支出について
5,868

財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部分室（課税課路線価チーム）事務用乾式電子複写機にかかるコピー代（９月分）の支出について
66,321

財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部事務用乾式電子複写機にかかるコピー代（平成２６年９月分）の支出について
228,622

財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 照会事務処理センターにおけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（平成２６年９月分）
4,681

財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム及び電子申告システム用サーバ機器等の一式長期借入経費の支出について（9月分）
13,527,540

財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務用官報情報検索サービス（７～９月分）の利用に係る経費の支出について
1,554

財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム及び電子申告システム用端末機器等の一式長期借入経費の支出について（9月分）
4,984,200

財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム用サーバ機器及び端末機器用ソフトウェア一式借入経費の支出について（９月分）
5,740,092

財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用朝日新聞（平成２６年４月～平成２６年９月分）（なんば市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用　毎日新聞、日本経済新聞（平成２６年４月～平成２６年９月分）　　　　　（なんば市税事務所）買入に係る経費の支出について
51,276

財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用読売新聞（平成２６年４月～平成２６年９月分）（船場法人市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 なんば市税事務所に係る光熱水費及び電話料金の支出について（９月分）
675,724

財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 弁天町市税事務所に係る光熱水費の支出について（９月分）
1,074,664

財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 あべの市税事務所に係る光熱費の支出について（９月分）
716,848

財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所（収納対策担当）に係る後納郵便料金の支出について（９月分）
72,683

財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所（収納対策担当）に係る後納郵便料金の支出について（９月分）
32,883

財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所固定資産税（土地・家屋）グループに係る後納郵便料金の支出について（９月分）
19,303

財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所に係る光熱水費及び電話料金の支出について（９月分）
5,400

財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所（個人市民税担当）に係る後納郵便料金の支出について（９月分）
121,096

財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所（固定資産税担当）に係る後納郵便料金の支出について（９月分）
3,589

財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所（個人市民税担当）に係る後納郵便料金の支出について（９月分）
135,473

財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（収管分）に係る後納郵便料金の支出について（９月分）
538,123

財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成26年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（９月分）の支出について
2,713

財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成26年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（９月分）の支出について
2,703

財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（特徴分）に係る後納郵便料金の支出について（９月分）
9,807

財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（事業所分）に係る後納郵便料金の支出について（９月分）
85,298

財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（特徴ハガキ分）に係る後納郵便料金の支出について（９月分）
1,943

財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成26年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（９月分）の支出について
2,886

財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成26年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（９月分）の支出について
3,964

財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（収納管理担当）に係る後納郵便料金の支出について（９月分）
11,155

財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る貸室賃貸借料の支出について（１０月分）
12,080,448

財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る駐車場利用料の支出について（１０月分）
118,800

財政局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる光熱水費等分担金の支出について（８月分）
23,645

財政局 管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（9月分）
49,249

財政局 管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（9月分）
110,922

財政局 管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（9月分）
89,249

財政局 管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部後納郵便料金の支出について（9月分）
28,901

財政局 管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（9月分）
22,173,578

財政局 管理課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部分室（あべのメディックス）電話回線使用料（９月分）の支出について
65,317

財政局 管理課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 京橋市税事務所に係る光熱水費の支出について（８月分）
601,722

財政局 管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用　毎日新聞、日本経済新聞（平成２６年４月～平成２６年９月）（船場法人市税事務所）買入に係る経費の支出について
51,276

財政局 管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 市税事務所ひかり電話回線使用料（9月分）の支出について
1,233,389

財政局 管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成26年度大阪市財政局船場法人市税事務所及び税務部分室定期清掃業務委託に係る経費の支出について（１回目）
184,680

財政局 管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成26年度大阪市財政局あべの市税事務所及び税務部分室等定期清掃業務委託に係る実施経費の支出について（９月分）
262,980

財政局 管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る駐車場利用料の支出について（１１月分）
60,000
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財政局 管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 税証明書発行手数料等クレジット入金処理業務委託にかかる手数料の支出について
964

財政局 管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 カラープリンタ等機器一式長期借入に係る支出について（平成26年9月分）
33,264

財政局 管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務部分室新設に伴う庁内情報利用パソコン等機器長期借入に係る支出について（平成26年9月分）
60,048

財政局 管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る支出について（平成26年9月分）
171,228

財政局 管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る支出について（平成26年9月分）
1,201,744

財政局 管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン長期借入に係る支出について（平成26年9月分）
120,641

財政局 管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 大阪市情報通信ネットワーク（庁内情報系ネットワーク）にかかる支出について（平成26年9月分）
6,998

財政局 管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成26年度法人市民税申告書等の受渡し及び搬送業務に係る経費の支出について(7月～9月分)
244,944

財政局 管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式長期借入に係る支出について（平成26年9月分）
51,732

財政局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　其他委員等旅費 税務部（管理・計理・審査・システム）嘱託職員市内出張交通費等の支出について（８月分）
11,247

財政局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部（管理・計理・審査・システム）職員市内出張交通費等の支出について（８月分）
28,698

財政局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部（管理・計理・審査・システム）臨時的任用職員市内出張交通費等の支出について（８月分）
1,680

財政局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部（管理・計理・審査・システム）職員市内出張交通費等の支出について（７月追加分）
2,160

財政局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（８月分）
47,596

財政局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（８月分）
99,234

財政局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 船場法人市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（８月分）
90,751

財政局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 あべの市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（８月分）
108,910

財政局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（８月分）
73,773

財政局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（８月分）
56,092

財政局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田市税事務所外４市税事務所におけるコピー機（Ａ２）対応コピー代支出について　　（９月分）
270,330

財政局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用産経新聞（平成２６年４月から平成２６年９月分）（なんば市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所に係る共用電気使用料の支出について（９月分）
100,335

財政局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所に係る光熱水費の支出について（９月分）
317,226

財政局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 弁天町市税事務所（オーク２００）に係る駐車場利用料の支出について（１１月分）
41,040

財政局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る貸室賃貸借料の支出について（１１月分）
8,156,604

財政局 収税課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 全国市町村国際文化研修所主催「平成26年度使用料等の債権回収」研修受講経費の支出について
18,564

財政局 収税課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　特別旅費 全国市町村国際文化研修所主催「平成26年度使用料等の債権回収」研修受講に係る出張旅費の支出について
1,940

財政局 収税課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報償費　報償金 平成26年度債権管理・回収研修会（第１回）の実施経費の支出について
46,560

財政局 収税課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 市債権回収対策事務用収納キャビネットほか１点買入の実施経費の支出について
21,060

財政局 収税課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 備品購入費　庁用器具費 市債権回収対策事務用収納キャビネットほか１点買入の実施経費の支出について
101,952

財政局 収税課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 保育所保育料滞納整理システム用情報処理用機器長期借入経費の支出について（平成26年９月分）
75,492

財政局 収税課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員にかかる市内出張交通費等の支出について（９月分）
13,700

財政局 収税課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 督促状区内特別郵便分搬送業務委託の経費支出について（５回目／全９回）
35,736

財政局 収税課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 市税徴収金収納整理事務に係る印字出力・事後処理業務委託（概算契約)に係る経費の支出について（平成26年９月分）
1,707,961

財政局 収税課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 市債権収納事務用市内出張交通費の支出について（９月分）
7,040

財政局 収税課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 収納対策特別チームに係る返信用切手の購入経費の支出について
24,600

財政局 収税課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 口座振替・自動払込依頼書受付完了のお知らせハガキの調製経費の支出について（第1回中間払い）
11,016

財政局 収税課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報償費　報償金 平成26年度債権管理・回収研修会（第２回）の実施経費の支出について（その１）
46,560

財政局 収税課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部収税課市内出張交通費等の支出について（９月分）
33,206

財政局 収税課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出について（平成26年9月分）
6,431,843

財政局 収税課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出について（平成26年9月分）
5,864,625

財政局 収税課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出について（平成26年9月分）
516,397

財政局 課税課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 平成27年度固定資産税（償却資産）納税通知書一般用（８Ｐ）ほか２点印刷経費の支出について（全２回中１回目テスト用①分）
153,630

財政局 課税課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 法人市民税「電子申告用納付書送付用封筒」の支出について（ 終回分）
65,361

財政局 課税課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　印刷製本費 年金特徴お知らせビラ（普徴当初納通同封用）印刷の経費の支出について（ 終払い）
80

財政局 課税課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度事業所税都市連絡協議会負担金の支出について
5,000

財政局 課税課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 平成27年度課税分固定資産税・都市計画税（土地・家屋）納税通知書一般用（8P）ほか１点印刷に係る経費の支出について（第一回中間払い分）
86,400

財政局 課税課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報償費　報償金 第３回「課税資料入力等業務委託　長期継続」に係る総合評価一般競争入札検討会議謝礼金の支出について
17,645
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財政局 課税課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報償費　報償金 第３回「課税資料入力等業務委託　長期継続」に係る総合評価一般競争入札検討会議謝礼金の支出について
16,005

財政局 課税課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 給与所得の源泉徴収票（給与支払報告書）等発送用封筒買入の経費の支出について
324,943

財政局 課税課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 平成26年度市民税・府民税特別徴収税額の決定・変更通知書（納税義務者用）当年分印刷の経費の支出について
121,176

財政局 課税課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報償費　報償金 第４回「課税資料入力等業務委託　長期継続」に係る総合評価一般競争入札検討会議謝礼金の支出について
17,645

財政局 課税課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報償費　報償金 第４回「課税資料入力等業務委託　長期継続」に係る総合評価一般競争入札検討会議謝礼金の支出について
16,005

財政局 課税課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 法人市民税関係帳票「申告催告状」印刷にかかる支出について
31,946

財政局 課税課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 事業所税申告依頼状（４Ｐ）印刷の支出について
98,280

財政局 課税課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度法人市民税申告納付依頼状等作成に係る封入封緘等処理業務委託（概算契約）の支出について（８月分）
143,813

財政局 課税課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度法人市民税国税資料の授受及び搬送業務委託に係る経費の支出について（９月分）
5,400

財政局 課税課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 第１８回固定資産評価研究大会の出席に係る管外出張旅費の支出について
37,940

財政局 課税課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部課税課固定資産税グループ用市内出張交通費の支出について（８月分）
37,784

財政局 課税課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 給与所得者異動届出書印刷の経費の支出について
1,288,405

財政局 課税課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 給与所得の源泉徴収票（給与支払報告書）電算用ほか１点印刷の経費の支出について
249,896

財政局 課税課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 給与所得の源泉徴収票（給与支払報告書）手書用印刷の経費の支出について
746,123

財政局 課税課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 事業所税都市連絡協議会研究会への出席について
29,240

財政局 課税課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度個人市民税特別徴収税額通知書出力及び封入封緘等処理業務委託（概算契約）の経費の支出について（平成２６年９月分）
339,435

財政局 課税課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度個人市・府民税税額シミュレーションシステムサービス提供業務委託の経費の支出について（平成２６年９月分）
40,500

財政局 課税課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 大阪市詳細図買入の経費の支出について
134,460

財政局 課税課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 固定資産経年異動判読運用機器長期借入に係る経費の支出について（9月分）
80,136

財政局
固定資産評価審査委員
会

平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費
固定資産評価審査委員
会費

旅費　費用弁償 固定資産評価審査委員会委員の交通費の支出について（９月分）
3,640

財政局
固定資産評価審査委員
会

平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費
固定資産評価審査委員
会費

旅費　委員旅費 第18回固定資産評価研究大会への参加に係る出張旅費の支出について（固定資産評価審査委員会委員分）
104,340

財政局
固定資産評価審査委員
会

平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費
固定資産評価審査委員
会費

旅費　普通旅費 第18回固定資産評価研究大会への管外出張旅費の支出について
51,990

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 平成２６年度ブロック別徴収事務研修（近畿ブロック）にかかる管外出張旅費の支出について
1,920

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所　再任用職員市内出張交通費（８月分）の支出について
3,980

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 梅田市税事務所　非常勤嘱託職員市内出張交通費（８月分）の支出について
11,484

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所税務事務用切手購入経費の支出について（平成26年10月分）
246,000

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年9月分）
81

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 梅田市税事務所総合窓口用電動契印機修繕経費の支出について
62,424

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年9月分）
2,000

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年9月分）
4,000

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 梅田市税事務所広報用サインボード及びパンフ台の使用にかかる経費の支出について（下半期分）
10,800

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 梅田市税事務所合同公売に係る差押物件の不動産鑑定業務委託(概算契約)【東淀川区分】にかかる経費の支出について
299,160

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 梅田市税事務所合同公売に係る差押物件の不動産鑑定業務委託(概算契約)【西淀川区分】の経費の支出について
286,200

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度大淀地区税務協議会分担金の支出について
30,000

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 税務事務用　郵便切手（照会文書返信用等）購入経費の支出について（10月分）
49,800

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用スティックのり外３点買入に係る経費の支出について
40,045

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用ゴム印の買入に係る経費の支出について
10,238

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 京橋市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について
7,200

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 京橋市税事務所非常勤嘱託職員等にかかる管外出張旅費・市内出張旅費の支出について（平成26年9月分）
7,154

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所非常勤嘱託職員等にかかる管外出張旅費・市内出張旅費の支出について（平成26年9月分）
2,100

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 差押物件の現況調査実施に伴う不動産鑑定委託経費の支出について
819,720

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 弁天町市税事務所にかかる嘱託職員市内出張交通費の支出について（８月分）
2,498

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所にかかる再任用職員市内出張交通費の支出について（８月分）
3,200

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所にかかる一般事務用郵便切手購入経費の支出について
116,000

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 弁天町市税事務所一般事務用消耗品購入に係る経費の支出について
33,372

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費等の支出について(嘱託職員分)(平成26年8月分)
9,130

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費等の支出について（再任用職員分）（平成26年8月分）
1,260

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 平成２６年度地方公共団体税務職員自治税務局長表彰式出席に係る旅費の支出について
19,940
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財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所事務用切手購入代金の支出について（10月分）
246,000

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 不動産公売に係る差押財産の鑑定評価業務委託の実施及び同経費の支出について（天王寺区）
351,000

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 不動産公売に係る差押財産の鑑定評価業務委託の実施及び同経費の支出について（浪速区）
234,360

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 不動産公売に係る差押財産の鑑定評価業務委託の実施及び同経費の支出について（西成区）
208,440

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 不動産公売に係る差押財産の鑑定評価業務委託の実施及び同経費の支出について（枚方市）
299,160

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 不動産公売に係る差押財産の鑑定評価業務委託の実施及び同経費の支出について（生野区）
234,360

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,814

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,500

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
360

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,375

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 なんば市税事務所税務事務用紙幣計数機修理にかかる経費の支出について
18,111

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所滞納整理事務文書返信用等郵便切手購入経費の支出について（10月分）
263,500

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 あべの市税事務所事務用ゴム印6点買入の実施経費の支出について
3,002

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度西成地区税務協議会運営に係る分担金の支出について
20,000

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度西成税務署管内租税教育推進連絡協議会運営に係る分担金の支出について
10,000

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員の市内出張交通費の支出について（8月分）
3,550

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 再任用職員及び臨時的任用職員の市内出張交通費の支出について（8月分）
6,840

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 平成26年度ブロック別徴収研修に関わる出張交通費の支出について
4,160

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 平成26年度地方公共団体税務職員自治税務局長表彰及び自治税務局長特別表彰に係る職員管外出張旅費の支出について
28,860

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 あべの市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,140

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
510

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 あべの市税事務所合同公売に係る差押物件の不動産鑑定業務委託の経費支出について（平野区ほか5件分）
1,602,430

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度東住吉・平野地区税務協議会運営に係る分担金の支出について
25,000

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員の市内出張交通費の支出について（9月分）
8,340

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 再任用職員及び臨時的任用職員の市内出張交通費の支出について（9月分）
7,690

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
1,351

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
525

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 船場法人市税事務所にかかる税務事務用液状のり外8点買入経費の支出について
53,165

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所における返信用・料金不足切手代の支出について(10月分）
52,600

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 船場法人市税事務所における裁断機（連続フォームバースター）一式長期借入経費（9月分）
33,048

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員にかかる市内出張交通費の支出について（８月分）
7,052

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 大阪市船場法人市税事務所電算室内空調機修繕経費の支出について
154,462

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成25年度～平成26年度　船場法人市税事務所における収納管理業務に係る労働者派遣経費の支出について（9月分）
1,138,402

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（７６件）
282,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 資金前渡による市税の還付金にかかる還付加算金１０月分の支出について
3,500,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分８５件）
406,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月01日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２２９件）
6,700,750

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月01日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
213,098

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月01日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡による市税の還付金１０月分の支出について（歳出）
7,000,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１７件）
43,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月02日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
48,098

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月02日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４５件）
1,594,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１８件）
41,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分３５件）
170,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月03日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出６１件）
3,055,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月03日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割単票）
29,784

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月03日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
15,403

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 平成26年度地方公共団体税務職員自治税務局長表彰式への職員の参加にかかる管外出張旅費の支出について
29,240
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財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 滞納整理事務（集中整理第１班）にかかる管外出張旅費の支出について
188,770

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（６件）
11,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月06日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
28,262

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月06日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２７件）
484,726

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（３２件）
102,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分６８件）
431,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月07日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出８６件）
4,095,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月07日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
7,567

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１２件）
70,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月08日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
55,939

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月08日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出６６件）
2,650,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１４件）
46,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分３４件）
246,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月09日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出３９件）
1,192,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月09日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
8,995

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分９０９件）
4,996,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（３４件）
202,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月10日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
403,767

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月10日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出８０件）
3,657,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分５２件）
269,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（６件）
54,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月14日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２９件）
5,661,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（３８件）
320,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分２０件）
77,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月15日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割単票）
600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月15日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１１４件）
6,564,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１４件）
123,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分３０件）
174,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月16日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割単票）
65,550

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月16日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割４件）
32,294

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月16日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出８２件）
7,137,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２６件）
85,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分７２７）
8,120,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月17日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出７８件）
2,432,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月17日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
181,986

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（９件）
135,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分１７件）
52,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月20日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４１件）
1,046,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月20日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
264,057

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１３件）
38,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分５件）
88,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給１件）
23,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月21日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
12,498

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月21日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２９件）
2,995,272

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２０件）
110,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分９件）
42,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月22日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出５１件）
2,033,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月22日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
1,830



平成26年度（平成26年10月）　公金支出情報

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

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分１２件）
46,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（６件）
50,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月23日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１８件）
671,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（９件）
1,464,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分５件）
46,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月24日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４７件）
18,207,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月24日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
9,648

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 市税にかかる返還金に伴う利息金の支出について
41,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（配当割１件）
1,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分１９件）
100,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１３件）
36,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月27日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
561,516

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月27日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市税にかかる返還金の支出について（固定資産税）
88,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月27日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割単票）
3,610

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月27日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市税にかかる返還金の支出について（固定資産税）
16,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月27日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４３件）
841,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１８件）
81,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月28日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出５５件）
2,108,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月28日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
69,956

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分１６件）
71,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（４４件）
128,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月29日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１３４件）
4,111,231

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月29日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割６件）
545,634

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 滞納整理事務（集中整理第１班）にかかる管外出張旅費の支出について（追給）
6,570

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２５件）
85,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月30日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
43,088

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月30日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１０４件）
3,825,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月30日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市税にかかる返還金の支出について（固定資産税）
15,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１９０件）
1,152,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分１８件）
86,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
95,065

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年10月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出中間還付５６６件）
112,848,100

都市計画局 都市計画課 平成26年10月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 統合型ＧＩＳ（市民向けＧＩＳ）サービス提供業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２６年度８月分）
172,800

都市計画局 都市計画課 平成26年10月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定事務用等平成２６年度６月分市内出張等旅費の支出について
2,552

都市計画局 都市計画課 平成26年10月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定事務用等平成２６年度６月分市内出張等旅費の支出について
29,330

都市計画局 都市計画課 平成26年10月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画行政支援システム都市計画窓口システム用機器一式　長期借入（９月分）
34,452

都市計画局 都市計画課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　会費 高度情報化推進業務用GIS研修受講料の支出について
77,760

都市計画局 都市計画課 平成26年10月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画行政支援システム用　地形図管理基本システム用サーバ・ソフト及び周辺装置一式　長期借入（９月分）
86,076

都市計画局 都市計画課 平成26年10月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 統合型地理情報システム（庁内業務GIS）用ソフトウェアの長期借入に係る使用料の支出について（9月分）
183,435

都市計画局 都市計画課 平成26年10月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 統合型地理情報システム（庁内業務GIS）用サーバ機器及び周辺装置長期借入に係る使用料の支出について（9月分）
462,240

都市計画局 都市計画課 平成26年10月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定事務用　淀川左岸線延伸部に関する打合せ及び先行事例調査等に係る東京管外出張旅費の支出について
57,800

都市計画局 都市計画課 平成26年10月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定事務用等平成２６年度７月分市内出張等旅費の支出について
31,432

都市計画局 都市計画課 平成26年10月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定事務用等平成２６年度７月分市内出張等旅費の支出について
1,740

都市計画局 都市計画課 平成26年10月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 都市計画広報連絡事務用　都市計画法令要覧（平成27年版）買入に係る消耗品費の支出について
46,656

都市計画局 都市計画課 平成26年10月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定事務用等平成２６年度８月分市内出張等旅費の支出について
4,424

都市計画局 都市計画課 平成26年10月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定事務用等平成２６年度８月分市内出張等旅費の支出について
24,242

都市計画局 交通政策課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 総合交通対策関係事務用神奈川県川崎市管外出張旅費の支出について
36,320

都市計画局 交通政策課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 負担金、補助及交付金　会費 総合交通対策関係事務用第11回総合都市交通計画研修に係る会費の支出について
12,000
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都市計画局 総務担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用プリンタートナー購入代金の支出について
60,480

都市計画局 総務担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 一般事務用　うめきた２期地区開発に関する打ち合わせに伴う出張旅費の支出について
29,510

都市計画局 総務担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 一般事務用　うめきた２期地区開発に関する打ち合わせに伴う出張旅費の支出について
66,430

都市計画局 総務担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用等　地方公共団体契約実務の要点外４点の概算買入経費の支出について
9,080

都市計画局 総務担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
13,412

都市計画局 総務担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
990

都市計画局 総務担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
194

都市計画局 総務担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 一般事務用　うめきた２期地区開発に関する打ち合わせ等に伴う出張旅費の支出について
58,870

都市計画局 総務担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内及び近接地出張旅費の支出について（８月分）
14,462

都市計画局 総務担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（計画調整局）一式　長期借入に伴う経費の支出について(9月分)
172,929

都市計画局 総務担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　ファクシミリ（リコー ＲＩＦＡＸ ＭＬ４６００） 借入に伴う経費の支出について(9月分)
4,590

都市計画局 総務担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（計画調整局）一式　長期借入に伴う経費の支出について(9月分)
123,746

都市計画局 総務担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（計画調整局）一式　長期借入に伴う経費の支出について(9月分)
80,779

都市計画局 総務担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報酬　其他委員等報酬 一般事務用　アルバイトの災害補償に関する支出について
71,860

都市計画局 総務担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　読売新聞（７～９月分）の購入にかかる経費の支出について
48,444

都市計画局 総務担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　産経新聞（７～９月分）の購入にかかる経費の支出について
48,444

都市計画局 総務担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　日本経済新聞（７～９月分）の購入にかかる経費の支出について
54,108

都市計画局 総務担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　毎日新聞（７～９月分）の購入にかかる経費の支出について
48,444

都市計画局 総務担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　朝日新聞（７～９月分）の購入にかかる経費の支出について
48,444

都市計画局 総務担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（9月分）
10,706

都市計画局 総務担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（9月分）
25,067

都市計画局 総務担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（9月分）
40,578

都市計画局 総務担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（9月分）
12,613

都市計画局 総務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　ノート外27点購入経費の支出について
107,557

都市計画局 総務担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内および近接地出張旅費の支出について（９月分）
14,248

都市計画局 総務担当 平成26年10月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（９月分）
79,789

都市計画局 総務担当 平成26年10月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（９月分）
16,854

都市計画局 総務担当 平成26年10月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（９月分）
17,867

都市計画局 総務担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　特別旅費 人材育成用　海外派遣研修に伴う出張旅費の支出について
1,160

都市計画局 統計調査担当 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計解析事務用管外出張旅費の支出について（第60回大都市解析専門委員会）
29,240

都市計画局 統計調査担当 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 委託料　委託料 平成26年経済センサス－基礎調査及び平成26年商業統計調査に係る労働者派遣事業経費の支出について（8月分）
544,961

都市計画局 統計調査担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内出張交通費の支出について（８月分）
540

都市計画局 統計調査担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内出張交通費の支出について（８月分）
280

都市計画局 統計調査担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内出張交通費の支出について（８月分）
6,570

都市計画局 統計調査担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年全国消費実態調査にかかる記入者謝礼品（ＱＵＯカード2
000円券）の購入経費
の支出について（その

都市計画局 統計調査担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 工業統計調査事務用管外出張旅費の支出について（平成26年工業統計調査実務担当者会議及び第21回大都市統計調査専門委員会）
37,120

都市計画局 統計調査担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 平成26年経済センサス-基礎調査及び平成26年商業統計調査にかかる督促用はがき購入経費の支出について
53,834

都市計画局 統計調査担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　光熱水費 平成26年経済センサス‐基礎調査及び平成26年商業統計調査にかかる審査会場の電気使用料金の支出について（9月分）
30,871

都市計画局 統計調査担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成26年経済センサス-基礎調査及び平成26年商業統計調査にかかる審査会場の賃貸借料金の支出について（9月分）
1,175,847

都市計画局 統計調査担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 国勢調査第３次試験調査事務用管外出張旅費の支出について（平成27年国勢調査の実施に係る事務打合せ、実施準備事務打合せ会及び相談会）
92,404

都市計画局 統計調査担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年経済センサス‐基礎調査及び平成26年商業統計調査審査会場にかかる電話料金等の支出について（10月請求分）
74,772

都市計画局 統計調査担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 委託料　委託料 平成26年経済センサス－基礎調査及び平成26年商業統計調査に係る労働者派遣事業経費の支出について（9月分）
2,162,638

都市計画局 統計調査担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内出張交通費の支出について（９月分）
280

都市計画局 統計調査担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内出張交通費の支出について（９月分）
2,528

都市計画局 統計調査担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内出張交通費の支出について（９月分）
13,050

都市計画局 統計調査担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 使用料及賃借料　使用料 統計資料室内管理用端末等機器一式借入に伴う賃借料の支出について（９月分）
6,615

都市計画局 うめきた整備担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　筆耕翻訳料 一般事務用　第５回大阪駅周辺地域部会速記録作成業務経費の支出について
30,780

都市計画局 うめきた整備担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報償費　報償金 一般事務用　大阪駅周辺地域部会への外部有識者出席に伴う報償金の支出について
47,555
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都市計画局 うめきた整備担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　第5回大阪駅周辺地域部会の会場費の支出について
248,929

都市計画局 開発計画課 平成26年10月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 アイ・スポットにおける管理運営業務委託経費の支出について（8月分）
275,400

都市計画局 開発計画課 平成26年10月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用　MIPIM JAPAN第２回実務者会議の参加等のための出張旅費の支出について
28,995

都市計画局 開発計画課 平成26年10月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用　夢洲まちづくり構想に関する打合せのための出張旅費の支出について
29,630

都市計画局 開発計画課 平成26年10月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 開発計画関係事務用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（咲州庁舎）費用の支出について（８月分）
6,998

都市計画局 開発計画課 平成26年10月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 淀屋橋アイ・スポット用インターネットプロバイダ料金等の支出について（8月分）
2,516

都市計画局 開発計画課 平成26年10月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　手数料 淀屋橋アイ・スポット用インターネットプロバイダ料金等の支出について（8月分）
108

都市計画局 開発計画課 平成26年10月07日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 委託料　委託料 公共用地先行取得事業用長吉東部地区用地内除草業務委託の支出について
749,880

都市計画局 開発計画課 平成26年10月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画事務用市内出張交通費等の支出について（夢咲チーム　７月分）
1,859

都市計画局 開発計画課 平成26年10月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画事務用市内出張交通費等の支出について（夢咲チーム　６月分）
1,896

都市計画局 開発計画課 平成26年10月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画事務用市内出張交通費等の支出について（夢咲チーム　８月分）
1,708

都市計画局 開発計画課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用市内出張交通費等の支出について（8月分）
10,409

都市計画局 開発計画課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用　MIPIM JAPAN に関する打合せ等のための管外出張旅費の支出について
29,230

都市計画局 開発計画課 平成26年10月17日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 旅費　普通旅費 土地先行取得事務用市内出張交通費等の支出について（8月分）
5,470

都市計画局 開発計画課 平成26年10月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用平成26年度近畿ブロック都市再生整備計画研究会参加のための管外出張旅費の支出について（10月21日分）
10,740

都市計画局 開発計画課 平成26年10月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 開発計画関係事務用平成26年度近畿ブロック都市再生整備計画研究会参加費（資料代）の支出について
1,000

都市計画局 開発計画課 平成26年10月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 開発計画関係事務用大阪府咲洲庁舎にかかる電話料金の支出について（８月分）
27,195

都市計画局 開発計画課 平成26年10月22日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 開発計画関係事務用咲洲庁舎（夢洲・咲洲地区活性化共同チーム）コピー代の支出について（７～９月分）
4,534

都市計画局 開発計画課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用朝日新聞他１点（７月～９月分）の購入にかかる経費の支出について
25,638

都市計画局 開発計画課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用読売新聞（７月～９月分）の購入にかかる経費の支出について
12,111

都市計画局 開発計画課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用産経新聞（７月～９月分）の購入にかかる経費の支出について
12,111

都市計画局 開発計画課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用毎日新聞（７月～９月分）の購入にかかる経費の支出について
12,111

都市計画局 開発計画課 平成26年10月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用中之島５丁目のまちづくりに関する地権者協議等のための管外出張旅費の支出について（9月26日分）
29,420

都市計画局 開発計画課 平成26年10月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用中之島５丁目のまちづくりに関する地権者協議等のための管外出張旅費の支出について（10月7日分）
29,120

都市計画局 開発計画課 平成26年10月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 開発計画関係事務用ファクシミリの借入にかかる経費の支出について（9月分）
4,590

都市計画局 開発計画課 平成26年10月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　光熱水費 淀屋橋アイ・スポット用電気料の支出について（9月分）
14,534

都市計画局 開発計画課 平成26年10月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（咲州庁舎）費用の支出について（９月分）
6,998

都市計画局 開発計画課 平成26年10月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 淀屋橋アイ・スポット用電話料金等の支出について（9月分）
7,913

都市計画局 開発計画課 平成26年10月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 淀屋橋アイ・スポット用管理費（分担金）の支出について（10月分）
105,861

都市計画局 開発誘導課 平成26年10月01日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 まちづくり活動支援事業用市内出張等の旅費の支出について（平成26年8月分）
5,294

都市計画局 開発誘導課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 建築美観誘導事務用開発誘導課市内出張交通費等の支出について（８月分）
7,423

都市計画局 開発誘導課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　食糧費 第40回大阪市都市景観委員会に係る食糧費の支出について
900

都市計画局 開発誘導課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報酬　其他委員等報酬 第40回大阪市都市景観委員会開催に係る委員報酬及び交通費の支出について
170,235

都市計画局 開発誘導課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　費用弁償 第40回大阪市都市景観委員会開催に係る委員報酬及び交通費の支出について
11,460

都市計画局 開発誘導課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　筆耕翻訳料 第40回大阪市都市景観委員会速記録作成業務に係る経費の支出について
38,880

都市計画局 開発誘導課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 負担金、補助及交付金　会費 開発許可関係事務用　平成２６年度大阪府開発指導行政協議会会費の支出について
10,000

都市計画局 開発誘導課 平成26年10月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 まちづくり活動支援事業用市内出張等の旅費の支出について（平成26年９月分）
7,234

都市計画局 開発誘導課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　費用弁償 開発許可関係事務用　市内出張交通費等の支出について（９月分）
480

都市計画局 開発誘導課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 開発許可関係事務用　市内出張交通費等の支出について（９月分）
8,150

都市計画局 開発誘導課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報酬　其他委員等報酬 都市景観委員会用都市景観資源現地審査第1、2回に係る委員報酬及び交通費の支出について
226,980

都市計画局 開発誘導課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　費用弁償 都市景観委員会用都市景観資源現地審査第1、2回に係る委員報酬及び交通費の支出について
9,350

都市計画局 開発誘導課 平成26年10月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 まちづくり活動支援事業用消耗品費の支出について
38,080

都市計画局 建築企画課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 建築基準行政事務用　切手購入経費の支出について
4,100

都市計画局 建築企画課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務　書籍の購入経費の支出について
6,172

都市計画局 建築企画課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　食糧費 建築審査会事務用食糧費（大阪市建築審査会９月定例会）の支出について
500

都市計画局 建築企画課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 建築行政事務用　地下鉄回数カード購入経費の支出について
90,000

都市計画局 建築企画課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 大阪市建築審査会（９月定例会）にかかる報酬及び費用弁償の支出について
80,510

都市計画局 建築企画課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 大阪市建築審査会（９月定例会）にかかる報酬及び費用弁償の支出について
3,150
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都市計画局 建築企画課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用　モノクロファクシミリ使用料の支出について（9月分）
12,180

都市計画局 建築企画課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　書籍の購入にかかる経費の支出について
28,802

都市計画局 建築企画課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（９月分）の支出について（相談用）
10,685

都市計画局 建築企画課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（９月分）の支出について
36,199

都市計画局 建築企画課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　書籍の購入にかかる経費の支出について
26,355

都市計画局 建築企画課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務　コピー代金及び関連消耗品代（９月分）の支出について
25,533

都市計画局 建築企画課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用（９月分）　平成２６年度建築計画概要書等の写し交付等業務委託にかかる経費の支出について
166,779

都市計画局 建築企画課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　普通旅費 建築基準行政事務用　市内・近接地出張交通費（８月分）の支出について
49,214

都市計画局 建築確認課 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　大阪市建築行政支援システム運用業務委託料（８月分）の支出について
140,400

都市計画局 建築確認課 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　建築行政共用データベースシステム（庁内サーバ環境）利用に係る業務委託料（８月分）の支出について
269,136

都市計画局 建築確認課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　平成２６年建築台帳整備に係るデータ入力業務委託料（７月分）の支出について
383,114

都市計画局 建築確認課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　平成２６年建築台帳整備に係るデータ入力業務委託料（８月分）の支出について
261,394

都市計画局 建築確認課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用　市民用建築情報検索システムの構築に係る機器等一式　長期借入料（９月分）の支出について
65,340

都市計画局 建築確認課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用　平成２３年度建築行政支援システムの再構築に係る機器長期借入料（９月分）の支出について
64,692

都市計画局 建築確認課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　手数料 建築基準行政事務用　構造計算適合性判定業務手数料の支出について　9月分（GBRC）
524,700

都市計画局 建築確認課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　大阪市建築行政支援システム運用業務委託料（９月分）の支出について
140,400

都市計画局 建築確認課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　平成２６年建築台帳整備に係るデータ入力業務委託料（９月分）の支出について
221,257

都市計画局 監察課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 違反建築物対策等支援業務用　市内出張交通費（９月分）の支出について
2,820

福祉局 総務課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 ③　一般事務用　平成26年8月分コピー代金の支出について（1台分）
16,331

福祉局 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 総務課法人監理グループ事務用　出張交通費に係る７月分の支出について
27,466

福祉局 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 総務課法人監理グループ事務用　出張交通費に係る８月分の支出について
16,346

福祉局 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　流込ゴム印の買入にかかる支出について
2,481

福祉局 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（８月分）
1,566

福祉局 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（８月分）
139

福祉局 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（８月分）
7,981

福祉局 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（８月分）
7,434

福祉局 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（８月分）
2,252

福祉局 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（８月分）
1,060

福祉局 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（８月分）
7,856

福祉局 総務課 平成26年10月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（８月分）
772

福祉局 総務課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　建物修繕料 福祉局電話設備移設経費の支出について
114,696

福祉局 総務課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 戦没者追悼式用　洋２封筒外４点の買入経費の支出について
12,335

福祉局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張旅費の支出について（平成２６年８月分）
7,973

福祉局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （21）一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファクシミリ・給付金事務センター）にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
28,080

福祉局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （22)視覚障がい者用パソコン等機器の借入にかかる経費の支出について　(平成２６年９月分
27,687

福祉局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑱　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（リハセン・総福システム）にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
7,560

福祉局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑯　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（介護保険課）にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
5,985

福祉局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑬　一般事務用　視覚障がい者用パソコン等機器の長期借入の実施及び所要経費の支出について（平成２６年９月分）
53,330

福祉局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑭　一般事務用　平成２６年度デジタル印刷機長期借入（総務部）にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
10,108

福祉局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 法人監理グループ事務用　電子計算機の買入経費の支出について
23,328

福祉局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（９月分）
1,235

福祉局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（９月分）
139

福祉局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（９月分）
6,071

福祉局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（９月分）
5,865

福祉局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（９月分）
1,094

福祉局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（９月分）
2,250

福祉局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（９月分）
5,995

福祉局 総務課 平成26年10月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（９月分）
772
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福祉局 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑪　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２６．３導入）長期借入所要経費の支出について（平成２６年９月分）
370,761

福祉局 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑦　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成24年3月導入）の長期借入経費の支出について（平成２６年９月分）
235,695

福祉局 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑫　庁内情報利用パソコン機器等(福祉局)(２)の長期借入経費の支出について（平成２６年９月分）
207,576

福祉局 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑨　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２５．３導入）長期借入及び所要経費の支出について（平成２６年９月分）
176,251

福祉局 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑥　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成23年3月導入）の長期借入経費の支出について（平成２６年９月分）
911,257

福祉局 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑩　「庁内情報利用パソコン等機器（福祉局）借入（再リース）」の契約について（平成２６年９月分）
29,700

福祉局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞の買入（年間購読）経費の支出について（7～9月分）
5,981

福祉局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　追録（公務員　旅費取扱の手引）の購入にかかる経費の支出について
5,715

福祉局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞の買入（年間購読）経費の支出について（7～9月分）
5,981

福祉局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室事務用　Hｆ蛍光灯外３点の買入経費の支出について
10,613

福祉局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞及び日本経済新聞の買入（年間購読）経費の支出について（７～９月分）
12,661

福祉局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞の買入（年間購読）経費の支出について（7～9月分）
5,981

福祉局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 船場分室庁舎管理用　電気使用料の支出について（平成２６年８月分）
31,563

福祉局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑧　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２４．１１導入）長期借入経費の支出について（平成２６年９月分）
132,332

福祉局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場分室庁舎管理用　船場センタービル管理費及び修繕積立金の支出について（平成26年１０月分）
737,050

福祉局 総務課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室事務用　Hｆ蛍光灯外３点の買入経費の支出について
10,879

福祉局 総務課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞の買入（年間購読）経費の支出について（7～9月分）
6,130

福祉局 総務課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞及び日本経済新聞の買入（年間購読）経費の支出について（７～９月分）
12,977

福祉局 総務課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞の買入（年間購読）経費の支出について（7～9月分）
6,130

福祉局 総務課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞の買入（年間購読）経費の支出について（7～9月分）
6,130

福祉局 総務課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 船場分室庁舎管理用　電気使用料の支出について（平成２６年８月分）
32,352

福祉局 総務課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場分室庁舎管理用　船場センタービル管理費及び修繕積立金の支出について（平成26年１０月分）
755,478

福祉局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 船場分室用ファクシミリ長期借入経費の支出について（９月分）
6,119

福祉局 総務課 平成26年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 船場分室用ファクシミリ長期借入経費の支出について（９月分）
6,271

福祉局 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用逓送未配達事業所への郵送経費の支出について（弘済院・平成26年9月分）
1,777

福祉局 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２６年度福祉局文書等逓送業務委託料の支出について（平成２６年９月分）
90,748

福祉局 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑳　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（更生相談所）（平成２６年９月分）
6,510

福祉局 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑰　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（総務部外３ヶ所）にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
27,720

福祉局 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑲　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（地域福祉課)にかかる経費の支出について（平成２６年９月分
5,460

福祉局 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑮　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファクシミリ・自立支援課緊急入院保護グループ分）の長期借入にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
7,344

福祉局 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成２６年度福祉局文書等逓送業務委託料の支出について（平成２６年９月分）
116,931

福祉局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 ③　一般事務用　平成26年9月分コピー代金の支出について（1台分）
9,301

福祉局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 ②　一般事務用　平成26年9月分コピー代金の支出について（2台分）
75,013

福祉局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室電話料金（３回線）の支出について（９月分）
39,335

福祉局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 法人監理グループにおける後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
9,995

福祉局 総務課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室電話料金（３回線）の支出について（９月分）
40,318

福祉局 経理・企画課 平成26年10月01日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口払分）の支出について（１０月分）
9,130,000

福祉局 経理・企画課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 管財グループ事務用品（テープのり外２５点）購入代金の支払について
59,583

福祉局 経理・企画課 平成26年10月03日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金支給事務用　コピー代金の支出について（７月分）
116,246

福祉局 経理・企画課 平成26年10月03日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金の支出について（１０月３日支給分）
385,600,000

福祉局 経理・企画課 平成26年10月07日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金の支出について（１０月７日支給分）
351,585,000

福祉局 経理・企画課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 調査研究用「厚生法規総覧追録（４６０３～４６１３号）」買入に係る経費の支出について
32,551

福祉局 経理・企画課 平成26年10月10日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金支給事務用　コピー代金の支出について（８月分）
87,884

福祉局 経理・企画課 平成26年10月10日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金支給事務用　布テープ外４点の購入経費の支出について
76,599

福祉局 経理・企画課 平成26年10月10日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金支給事務用　セロテープ外２点の購入経費の支出について
32,324

福祉局 経理・企画課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立社会福祉センター管理代行料の支払について（第３四半期分）
8,128,277

福祉局 経理・企画課 平成26年10月15日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金事務用　大阪市中央卸売市場　電話利用料（１０月請求分）の支出について
8,373

福祉局 経理・企画課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 経理・調達事務用「地方公共団体契約実務の要点追録６２－６５号　ほか１点　買入」にかかる経費の支出について
22,040
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福祉局 経理・企画課 平成26年10月16日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 大阪市臨時福祉給付金支給事業及び大阪市子育て世帯臨時特例給付金支給事業コールセンター運営業務委託料の支出について（９月分）
13,146,170

福祉局 経理・企画課 平成26年10月16日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金の支出について（１０月１６日支給分）
361,835,000

福祉局 経理・企画課 平成26年10月16日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

委託料　委託料 大阪市臨時福祉給付金支給事業及び大阪市子育て世帯臨時特例給付金支給事業コールセンター運営業務委託料の支出について（９月分）
3,286,543

福祉局 経理・企画課 平成26年10月17日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 臨時福祉給付金支給事業に係る申請書等作成、印字・事務処理業務委託料の支出について（第２回目）
978,458

福祉局 経理・企画課 平成26年10月17日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

使用料及賃借料　使用料 臨時福祉給付金支給事業用オフィスデスク他１０点の借入に係る経費の支出について（第４回目）
966,708

福祉局 経理・企画課 平成26年10月17日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 大阪市臨時福祉給付金の支給に係る経費の支出について（施設関連：４回目）
475,000

福祉局 経理・企画課 平成26年10月21日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金の支出について（１０月２１日支給分）
247,545,000

福祉局 経理・企画課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 経理・調達事務用市内出張旅費の支出について（９月分）
5,926

福祉局 経理・企画課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 管財グループ業務用普通旅費の支出について（９月分）
22,468

福祉局 経理・企画課 平成26年10月22日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金支給事務用　料金受取人払郵便料金（９月分）の支出について
7,671,407

福祉局 経理・企画課 平成26年10月22日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金支給事務用　郵便料金（９月分）の支出について（料金後納郵便分）
9,367,289

福祉局 経理・企画課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 経理・調達事務用「ふせん　ほか１１点　買入」にかかる経費の支出について
43,472

福祉局 経理・企画課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成２６年度福祉局後納郵便料金の一括支払について（９月分）
1,671,372

福祉局 経理・企画課 平成26年10月23日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（みずほ銀行：９月分）
1,397,628

福祉局 経理・企画課 平成26年10月23日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（三菱東京ＵＦＪ：９月分）
4,226,472

福祉局 経理・企画課 平成26年10月23日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（三井住友：９月分）
2,630,340

福祉局 経理・企画課 平成26年10月23日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（りそな銀行：９月分）
2,626,104

福祉局 経理・企画課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 企画グループ市内出張交通費の支出について（９月分）
910

福祉局 経理・企画課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 平成26年度福祉局小口支払基金の繰入について（9月分）
5,690

福祉局 経理・企画課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　食糧費 平成26年度福祉局小口支払基金の繰入について（9月分）
7,800

福祉局 経理・企画課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　印刷製本費 平成26年度福祉局小口支払基金の繰入について（9月分）
1,050

福祉局 経理・企画課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成26年度福祉局小口支払基金の繰入について（9月分）
44,502

福祉局 経理・企画課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２６年度もと夕凪寮機械警備業務委託料の支出について（９月分）
19,116

福祉局 経理・企画課 平成26年10月24日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金支給事業実施に伴う窓あき封筒等の購入及び同所要経費の支出について（９月納品分）
547,560

福祉局 経理・企画課 平成26年10月24日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 臨時福祉給付金支給事業実施に係る労働者派遣経費の支出について（９月分）
81,963,717

福祉局 経理・企画課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 施設管理用もと生江地区共同浴場の電気代の支出について（９月分）
379

福祉局 経理・企画課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 施設管理用港区老人福祉センターの電気代の支出について（９月分）
119,061

福祉局 経理・企画課 平成26年10月27日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　光熱水費 臨時福祉給付金支給事務用　中央卸売市場業務管理棟１３・１４階　電気使用料の支出について（９月分）
179,746

福祉局 経理・企画課 平成26年10月28日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金の支出について（１０月２８日支給分）
141,900,000

福祉局 経理・企画課 平成26年10月29日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

使用料及賃借料　使用料 臨時福祉給付金支給事務用　ホワイトボードの借入及び経費の支出について（６～９月分）
50,916

福祉局 経理・企画課 平成26年10月30日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金支給事務用　コピー代金の支出について（９月分）
33,885

福祉局 経理・企画課 平成26年10月30日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 大阪市臨時福祉給付金の支給に係る経費の支出について（施設関連：５回目）
165,000

福祉局 経理・企画課 平成26年10月31日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金支給事務用　デジタル印刷機用インクカートリッジ外１点購入経費の支出について
48,384

福祉局 経理・企画課 平成26年10月31日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金事務用　大阪市中央卸売市場　電話利用料（１０月請求分その２）の支出について
1,237,741

福祉局 経理・企画課 平成26年10月31日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口払分）の支出について（１１月分）
6,735,000

福祉局 地域福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２６年度福祉ボランティアコーディネーション事業にかかる委託料の支出について（第３四半期分）
3,099,100

福祉局 地域福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）補助金の支出について（第３四半期分）
127,636,250

福祉局 地域福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度　第２回福祉有償運送運営協議会にかかる委員報酬および費用弁償の支出について
128,040

福祉局 地域福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２６年度　第２回福祉有償運送運営協議会にかかる委員報酬および費用弁償の支出について
4,520

福祉局 地域福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　交付金 平成26年度　各区民生委員協議会交付金の支出について（第３四半期分）
32,195,527

福祉局 地域福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成２６年度社会福祉研修・情報センター運営費の支出について（第３四半期分）
3,320,500

福祉局 地域福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 平成２６年度社会福祉研修・情報センター運営費の支出について（第３四半期分）
29,631,250

福祉局 地域福祉課 平成26年10月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成２６年度社会福祉研修・情報センター運営費の支出について（第３四半期分）
1,822,250

福祉局 地域福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 第2回大阪市地域福祉活動推進事業委託事業者選定会議にかかる報償金の支出について
50,995

福祉局 地域福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 第69回大阪市民生委員児童委員大会参加記念品（ポケットティッシュケース）の購入経費の支出について
30,000

福祉局 地域福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 第69回大阪市民生委員大会及び社会福祉施設従事者等表彰にかかる案内状発送用封筒の購入経費の支出について
39,204

福祉局 地域福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 平成26年度第83回全国民生委員児童委員大会にかかる旅費の支出について（課長分）
2,700

福祉局 地域福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（地域福祉課（企画グループ））の支出について（５～７月分）
93,848
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福祉局 地域福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 生活福祉部一般事務用厚生福祉（平成26年度分）の購入について（第２四半期分）
13,284

福祉局 地域福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 生活福祉部一般事務用毎日新聞・日本経済新聞（平成26年度分）の購入経費の支出について（第２四半期分）
25,638

福祉局 地域福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 生活福祉部一般事務用朝日新聞（平成26年度分）の購入経費の支出について（第２四半期分）
12,111

福祉局 地域福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 生活福祉部一般事務用産経新聞（平成26年度分）の購入経費の支出について（第２四半期分）
12,111

福祉局 地域福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 生活福祉部一般事務用読売新聞（平成26年度分）の購入経費の支出について（第２四半期分）
12,111

福祉局 地域福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 総合福祉システム事務用市内出張交通費の支出について（９月分）
8,040

福祉局 地域福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　其他委員等旅費 平成26年度第83回全国民生委員児童委員大会にかかる経費の支出について（会長分）
25,680

福祉局 地域福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 平成26年度第83回全国民生委員児童委員大会にかかる参加経費の支出について
65,000

福祉局 地域福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 相談支援グループ　平成２６年８月分出張旅費の支出について
5,910

福祉局 地域福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２６年度権利擁護相談支援サポートセンター事業委託料の支出について（第３四半期）（長期継続契約）
12,952,621

福祉局 地域福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２６年度休日・夜間サポートライン事業委託料の支出について（第３四半期）（長期継続契約）
6,703,484

福祉局 地域福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用サーバ機及び周辺装置借入に係る使用料の支出について（９月分）
306,450

福祉局 地域福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用共通ソフトウェア借入に係る使用料の支出について（９月分）
262,599

福祉局 地域福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム（認定事務センター用）端末等機器増設に係る使用料の支出について（９月分）
118,130

福祉局 地域福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機及び周辺装置借入に係る使用料の支出について（９月分）
232,218

福祉局 地域福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用共通ソフトウェア借入に係る使用料の支出について（９月分）
33,048

福祉局 地域福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　総合福祉システム用端末機（住宅分２４台）借入に係る使用料の支出について（９月分）
27,216

福祉局 地域福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用サーバ機及び周辺装置借入に係る使用料の支出について（９月分）
1,225,800

福祉局 地域福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機及び周辺装置借入に係る使用料の支出について（９月分）
1,208,162

福祉局 地域福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用共通ソフトウェア借入に係る使用料の支出について（９月分）
1,596,279

福祉局 地域福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機（生保増設分２０３台）借入に係る使用料の支出について（９月分）
630,460

福祉局 地域福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機（生保増設分７７台）借入に係る使用料の支出について（９月分）
74,736

福祉局 地域福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機及び周辺装置借入に係る使用料の支出について（９月分）
208,870

福祉局 地域福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用共通ソフトウェア借入に係る使用料の支出について（９月分）
231,426

福祉局 地域福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用サーバ機及び周辺装置借入に係る使用料の支出について（９月分）
306,450

福祉局 地域福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用共通ソフトウェア借入に係る使用料の支出について（９月分）
404,688

福祉局 地域福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用サーバ機及び周辺装置借入に係る使用料の支出について（９月分）
612,900

福祉局 地域福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機及び周辺装置借入に係る使用料の支出について（９月分）
337,928

福祉局 地域福祉課 平成26年10月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 総合福祉システムの制度改正等に伴うシステム改修業務に係る委託料の支出について（第３回 終）
54,729,000

福祉局 地域福祉課 平成26年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 高齢者虐待防止にかかる緊急連絡携帯電話料金の支出について（９月分）
1,141

福祉局 地域福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者虐待防止にかかる専門相談事業（単価契約）の支出について（第２四半期：社会福祉士会）
32,914

福祉局 地域福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 社会福祉施設従事者等表彰用丸筒にかかる経費の支出について
71,280

福祉局 地域福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　印刷製本費 第69回大阪市民生委員児童委員大会にかかるパンフレット印刷経費の支出について
80,017

福祉局 保護課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２６年１０月分）
17,982,891

福祉局 保護課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　住宅扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２６年１０月分）
5,879,834

福祉局 保護課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２６年１０月分）
13,660

福祉局 保護課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護施設措置費（平成26年10月分）の支出について
62,289,278

福祉局 保護課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　施設事務費 生活保護施設措置費（平成26年10月分）の支出について
228,141,016

福祉局 保護課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（１０月分）随時払
75,750

福祉局 保護課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 生活保護業務適正化対策事業非常勤嘱託職員の公務災害にかかる療養補償費の支出について（平成２６年８月分）
27,980

福祉局 保護課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護指導調査等事業用「保護記録（ケースファイル）外１点」の印刷にかかる経費の支出について
838,782

福祉局 保護課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（住宅改修費）の支出について
25,500

福祉局 保護課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　措置扶助金 支援給付被支援者にかかる配偶者支援金の支出について（１０月分）
429,330

福祉局 保護課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 心理判定業務用市内出張交通費（７月分）の支出について
16,860

福祉局 保護課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護施設事務市内出張交通費（７月分）の支出について
7,540

福祉局 保護課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市立生活保護施設の運営委託料に係る経費の支出について（１０月分）　　　　　　　（淀川救護寮、淀川更生寮、大淀救護寮、大淀更生寮、港晴寮、第２港晴寮）
103,374,450

福祉局 保護課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 中国残留邦人等支援における意見交換会への出張旅費の支出について
28,840

福祉局 保護課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（眼鏡）の支出について
37,800
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福祉局 保護課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（眼鏡）の支出について
22,846

福祉局 保護課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」買入にかかる経費の支出について
5,238

福祉局 保護課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護一般事務用　平成２６年度「生活と福祉」買入にかかる経費の支出について（平成２６年９月号）
10,692

福祉局 保護課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 負担金、補助及交付金　会費 総合就職サポート事業用責任者講習受講にかかる経費の支出について
13,000

福祉局 保護課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（８月業務分、９月分保護費）の支出について
1,330,344

福祉局 保護課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（救護施設　淀川寮８月分）
256,500

福祉局 保護課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（平和寮８月分）
176,700

福祉局 保護課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（更正施設　淀川寮８月分）
364,800

福祉局 保護課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（ホーリーホーム８月分）
636,400

福祉局 保護課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（更正施設　大淀寮８月分）
37,000

福祉局 保護課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（三徳寮８月分）
1,797,200

福祉局 保護課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（今池平和寮８月分）
176,700

福祉局 保護課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費住宅扶助金（府営住宅代理納付分）平成２６年１０月分の支出について
37,169,000

福祉局 保護課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 使用料及賃借料　使用料 中国残留邦人等支援給付レセプト電子データ提供料の支出について　平成２６年８月審査分
1,155

福祉局 保護課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 被保護高齢者世帯訪問等非常勤嘱託職員の公務災害にかかる療養補償費の支出について（平成２６年８月分）
8,390

福祉局 保護課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 被保護高齢者世帯訪問等非常勤嘱託職員の公務災害にかかる療養補償費の支出について（平成２６年２月分）
1,880

福祉局 保護課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 被保護高齢者世帯訪問等非常勤嘱託職員の公務災害にかかる療養補償費の支出について（平成２６年８月分）
3,480

福祉局 保護課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 被保護高齢者世帯訪問等非常勤嘱託職員の公務災害にかかる療養補償費の支出について（平成２６年２月分）
17,030

福祉局 保護課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 被保護高齢者世帯訪問等非常勤嘱託職員の公務災害にかかる療養補償費の支出について（平成２５年６月～平成２５年８月分）
6,090

福祉局 保護課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費（７月追加・８月分）の支出について　保護グループ
12,830

福祉局 保護課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 総福システム関連用レセプト電子データ提供料の支出について　平成２６年８月審査分
468,230

福祉局 保護課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 高校就学支援員派遣事業（北ブロック）にかかる委託料の支出について（８月分）
3,014,970

福祉局 保護課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料
中国残留邦人に対する地域生活支援事業（「中国残留邦人等支援ネットワーク事業」及び「身近な地域での日本語教育支援事業」）業務委託経費の支出について（第３四
半期分） 2,252,934

福祉局 保護課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 大阪市中国残留邦人等に対する支援相談業務委託経費の支出について（第３四半期分）
6,288,064

福祉局 保護課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料
中国残留邦人に対する地域生活支援事業（「中国残留邦人等支援ネットワーク事業」及び「身近な地域での日本語教育支援事業」）業務委託経費の支出について（第３四
半期分） 2,252,947

福祉局 保護課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等に対する地域生活支援事業（「自立支援通訳等派遣事業」及び「総合相談窓口事業」）業務委託経費の支出について（第３四半期分）
5,684,973

福祉局 保護課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（福祉用具購入費）の支出について
4,299

福祉局 保護課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（福祉用具購入費）の支出について
10,000

福祉局 保護課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（眼鏡）の支出について
54,384

福祉局 保護課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 生活保護費支給にかかる両替手数料の支出について（前期分）１
11,334

福祉局 保護課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 コンピューター可読媒体に収録された保険者データの使用許諾及び収録内容異動保守にかかる委託業務の支出について
75,600

福祉局 保護課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（福祉用具購入費、住宅改修）の支出について
14,600

福祉局 保護課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（眼鏡）の支出について
45,692

福祉局 保護課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 遺留金処理にかかる意見聴取への出張経費の支出について
58,480

福祉局 保護課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 コンピューター可読媒体に収録された保険者データの使用許諾及び収録内容異動保守にかかる委託業務の支出について
75,600

福祉局 保護課 平成26年10月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 コンピューター可読媒体に収録された保険者データの使用許諾及び収録内容異動保守にかかる委託業務の支出について
75,600

福祉局 保護課 平成26年10月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 コンピューター可読媒体に収録された保険者データの使用許諾及び収録内容異動保守にかかる委託業務の支出について
75,600

福祉局 保護課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人介護支援給付費審査支払手数料平成２６年９月審査分（１０月支払分）の支出について
22,230

福祉局 保護課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 中国残留邦人等介護支援給付費　平成２６年９月審査分（１０月支払分）の支出について
1,278,390

福祉局 保護課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 高校就学支援員派遣事業（南ブロック）にかかる委託料の支出について（７月分）
3,656,120

福祉局 保護課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護業務用生活保護法介護給付費審査支払委託料平成２６年９月審査分（１０月支払分）の支出について
5,871,665

福祉局 保護課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務用　生活保護法介護給付費（介護扶助）平成２６年９月審査分（１０月支払分）の支出について
457,591,733

福祉局 保護課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 生活保護業務適正化対策事業非常勤嘱託職員の公務災害にかかる療養補償費の支出について（平成２５年度発生分）
24,412

福祉局 保護課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成26年度　生活保護業務にかかる法律相談顧問業務委託の所要経費の支出について（第2四半期分）
324,000

福祉局 保護課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護業務用専門相談員派遣事業（不動産に関する相談）にかかる委託料の支出について（上半期分）
43,200

福祉局 保護課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 中国残留邦人等の日本語教室通学にかかる交通費等の支出について（平成２６年９月申請分）
194,000

福祉局 保護課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用オンライン帳票の印刷及び同所要経費の支出について
4,017,600

福祉局 保護課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度中国語通訳委託業務（単価契約）にかかる経費の支出について（９月分）
97,825
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福祉局 保護課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度　総合福祉システム（生活保護システム）出力帳票封入封緘等業務委託の支出について（概算契約）９月作業分
900,394

福祉局 保護課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法医療扶助金施術報酬の支出について（平成２６年１０月審査分）
24,290,403

福祉局 保護課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務適正化担当・ケースワーカー用携帯電話端末の回線使用料の支出について（9月分）
169,476

福祉局 保護課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（９月分：２）の支出について
242,676

福祉局 保護課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（９月分：１）の支出について
64,314

福祉局 保護課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（９月分：４）の支出について
431,568

福祉局 保護課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 総合就職サポート事業委託業務にかかる経費の支出について（第３四半期分）
149,221,571

福祉局 保護課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（９月分：３）の支出について
266,976

福祉局 保護課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助内容点検等業務委託長期契約（概算契約）にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
3,700,838

福祉局 保護課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成26年度　医療扶助の適正化にかかる法律相談顧問業務委託の所要経費の支出について
324,000

福祉局 保護課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 生活保護事務用レセプト管理システム共通ソフトウェア賃借にかかる経費の支出について（９月分）
27,216

福祉局 保護課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 生活保護事務用レセプト管理システム端末機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
355,816

福祉局 保護課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 生活保護事務用レセプト管理システムサーバ等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
248,400

福祉局 保護課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費口座払分(平成２６年１１月分）の支出について
7,374,015,299

福祉局 保護課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護布団類の購入及び同所要経費の支出について（平成２６年８月分）
1,164,800

福祉局 保護課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費口座払分(平成２６年１１月分）の支出について
3,459,703,261

福祉局 保護課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費口座払分(平成２６年１１月分）の支出について
59,310,967

福祉局 保護課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費口座払分(平成２６年１１月分）の支出について
28,985,105

福祉局 保護課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等支援給付審査支払委託料　平成２６年９月審査分の支出について
67,327

福祉局 保護課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２６年１１月分）
18,540,644

福祉局 保護課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　住宅扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２６年１１月分）
5,736,114

福祉局 保護課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２６年１１月分）
932,114

福祉局 保護課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 中国残留邦人等支援給付診療報酬　平成２６年１０月審査分（概算払い）の支出について
18,605,000

福祉局 保護課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　措置扶助金 支援給付被支援者にかかる配偶者支援金の支出について（１１月分）
429,330

福祉局 保護課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 被保護高齢者世帯訪問等非常勤嘱託職員の通勤災害にかかる休業補償の支出について（平成２６年７月～平成２６年８月分）
229,985

福祉局 保護課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する１０月分報酬及び交通費の支出について
75,660

福祉局 保護課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　費用弁償 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する１０月分報酬及び交通費の支出について
3,010

福祉局 保護課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用レセプトデータ受信のための回線使用料の支出について（１０月分）
6,231

福祉局 保護課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 総合福祉システム用医療券等送付にかかる郵便料金　平成２６年９月分の支出について
1,359,618

福祉局 保護課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護一般事務用入院患者日用品費等受領書返送郵便料金（９月分）の支出について
19,925

福祉局 保護課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護審査支払委託料　平成２６年９月審査分の支出について
22,869,811

福祉局 保護課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成26年度　生活保護業務にかかる法律相談顧問業務委託の所要経費の支出について
324,000

福祉局 保護課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 高校就学支援員派遣事業（南ブロック）にかかる委託料の支出について（８月分）
4,262,050

福祉局 保護課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護診療報酬　平成２６年１０月審査分（概算払い）の支出について
10,410,812,832

福祉局 保険年金課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事務用　市内出張交通費（８月分）の支出について
5,500

福祉局 保険年金課 平成26年10月01日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 後期高齢者医療事業用　１０月分還付金の支出について
1,200,000

福祉局 保険年金課 平成26年10月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　印刷製本費 国民健康保険被保険者証更新周知用ポスターの作成にかかる支出について
106,596

福祉局 保険年金課 平成26年10月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保徴収事務用　市内出張交通費（４・５・６月分）の支出について
148,267

福祉局 保険年金課 平成26年10月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成26年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務の所要経費の支出について（８月分）
258,297

福祉局 保険年金課 平成26年10月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保徴収事務用　市内出張交通費（４・５・６月分）の支出について
7,672

福祉局 保険年金課 平成26年10月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用出産一時金（直接支払制度）の支出について（９月正常分娩）
39,690

福祉局 保険年金課 平成26年10月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付事業用出産一時金（直接支払制度）の支出について（９月正常分娩）
77,849,355

福祉局 保険年金課 平成26年10月06日 国民健康保険事業会計 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度第６期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
3,445,718,000

福祉局 保険年金課 平成26年10月06日 国民健康保険事業会計 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金
後期高齢者関係事務費
拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度第６期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
245,000

福祉局 保険年金課 平成26年10月06日 国民健康保険事業会計 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度第６期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
2,441,000

福祉局 保険年金課 平成26年10月06日 国民健康保険事業会計 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金
前期高齢者関係事務費
拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度第６期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
245,000

福祉局 保険年金課 平成26年10月06日 国民健康保険事業会計 介護納付金 介護納付金 介護納付金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度第６期分　介護給付費・地域支援事業支援納付金の支出について
1,497,941,000

福祉局 保険年金課 平成26年10月08日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機（大阪駅前第２ビル７階　福祉局事務室）長期借入にかかる平成26年7月分コピー代金の支出について
13,227
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福祉局 保険年金課 平成26年10月08日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機（大阪駅前第２ビル７階　福祉局事務室）長期借入にかかる平成26年8月分コピー代金の支出について
21,294

福祉局 保険年金課 平成26年10月08日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　印刷製本費 国保徴収事務用　国民健康保険料催告書同封ビラほか1点印刷経費の支出について
503,107

福祉局 保険年金課 平成26年10月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機（大阪駅前第２ビル７階　福祉局事務室）長期借入にかかる平成26年7月分コピー代金の支出について
8,818

福祉局 保険年金課 平成26年10月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機（大阪駅前第２ビル７階　福祉局事務室）長期借入にかかる平成26年8月分コピー代金の支出について
14,197

福祉局 保険年金課 平成26年10月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システム出力帳票等封入封緘等業務委託料の支出について（８月分）
77,207

福祉局 保険年金課 平成26年10月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保給付事務・保健事業用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システム出力帳票等封入封緘等業務の実施及び所要経費の支出について（８月分）
71,588

福祉局 保険年金課 平成26年10月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 運営協議会費 需用費　消耗品費 （国保運営協議会事務用）シャープペンシル外1点の買入及び経費の支出について
2,459

福祉局 保険年金課 平成26年10月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システム出力帳票等封入封緘等業務の所要経費の支出について（8月分）
291,433

福祉局 保険年金課 平成26年10月09日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 国保給付事務・保健事業用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システム出力帳票等封入封緘等業務の実施及び所要経費の支出について（８月分）
487,133

福祉局 保険年金課 平成26年10月09日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２６年度国民健康保険給付事業用「ヘルスアップ国保倶楽部」委託料の支出について（８月末日締分）
29,400

福祉局 保険年金課 平成26年10月09日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２６年度国民健康保険給付事業用１日人間ドック委託料の支出について（９月請求分）
9,604,070

福祉局 保険年金課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度医療費助成第三者行為求償事務委託料（前期分）の支出について
10,434

福祉局 保険年金課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成26年度医療費助成第三者行為求償事務委託料（前期分）の支出について
29,925

福祉局 保険年金課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度　大阪府後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金の支出について（１０月分）
2,080,479,000

福祉局 保険年金課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度医療費助成第三者行為求償事務委託料（前期分）の支出について
2,156

福祉局 保険年金課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成26年度医療費助成第三者行為求償事務委託料（前期分）の支出について
28,565

福祉局 保険年金課 平成26年10月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保事務参考用）国民健康保険事務提要追録276-290号の買入及び経費の支出について
55,545

福祉局 保険年金課 平成26年10月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保事務参考用）国民健康保険事務提要追録２６４－２７５の買入及び経費の支出について
44,436

福祉局 保険年金課 平成26年10月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国保被保険者資格証明書臓器提供シール印刷及び所要経費の支出について
154,256

福祉局 保険年金課 平成26年10月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険第三者行為損害賠償求償事業委託料の支出について
6,586,596

福祉局 保険年金課 平成26年10月10日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 平成２６年度後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（１０月１０日支払分：局２６－３）
5,600

福祉局 保険年金課 平成26年10月10日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（１０月１０日支払分）
1,080

福祉局 保険年金課 平成26年10月10日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（１０月１０日支払分：局２６－３）
38,900

福祉局 保険年金課 平成26年10月10日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年９月分　後期高齢者医療保険料年金保険者還付金（歳出）の支出について
69,000

福祉局 保険年金課 平成26年10月10日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（１０月１０日支払分）
1,220,925

福祉局 保険年金課 平成26年10月14日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（警察共済組合本部事務局・１０月１４日支払分）
300

福祉局 保険年金課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民年金事務参考用　国民年金質疑応答逐条改正経過集覧追録193-195の買入経費の支出について
8,703

福祉局 保険年金課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用鍼灸マッサージに係る療養費の支出について（９月分）
6,198,948

福祉局 保険年金課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用鍼灸・マッサージに係る療養費の支出について（９月追加分）
36,703

福祉局 保険年金課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用鍼灸・マッサージにかかる療養費の支出について（９月分）
9,104,150

福祉局 保険年金課 平成26年10月15日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国保被保険者資格証明書用封筒買入及び同所要経費の支出について
167,918

福祉局 保険年金課 平成26年10月15日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険保険者事務共同電算処理事業手数料の支出について（９月分及び８月分の一部）
12,395,883

福祉局 保険年金課 平成26年10月15日 国民健康保険事業会計
高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費拠出金 負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度高額医療費共同事業拠出金の支出について（第６期分）
789,908,517

福祉局 保険年金課 平成26年10月15日 国民健康保険事業会計
高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費共同事業拠
出金

保険財政共同安定化事
業拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度保険財政共同安定化事業拠出金の支出について（第６期分）
2,459,115,589

福祉局 保険年金課 平成26年10月15日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 国民健康保険保険者事務共同電算処理事業手数料の支出について（９月分及び８月分の一部）
1,436,607

福祉局 保険年金課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（連合会：１０月審査概算払分）
179,164,158

福祉局 保険年金課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（１０月審査概算払分）
334,585,519

福祉局 保険年金課 平成26年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成26年度柔整問題研究会大阪研修会に係る資料代の支出について
2,000

福祉局 保険年金課 平成26年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用出産一時金（直接支払制度）の支出について（９月異常分娩）
29,190

福祉局 保険年金課 平成26年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用精神結核付加金（一般・退職）の支出について（９月審査分）
29,606,908

福祉局 保険年金課 平成26年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用療養の給付費（一般概算）の支出について（10月概算払分）
10,987,775,550

福祉局 保険年金課 平成26年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付事業用療養費（一般）の支出について（１０月決定分）
491,144,128

福祉局 保険年金課 平成26年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（償還払）の支給に係る支出について（平成２６年９月分）
106,458,325

福祉局 保険年金課 平成26年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（一般）の支出について（10月決定分）
1,704,881,661

福祉局 保険年金課 平成26年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（柔整）の支出について（10月決定分）
14,739

福祉局 保険年金課 平成26年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付事業用出産一時金（直接支払制度）の支出について（９月異常分娩）
55,559,161

福祉局 保険年金課 平成26年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　高額介護合算療養費負担
金

国民健康保険高額介護合算療養費の支給に係る支出について（平成２６年９月分）
118,969

福祉局 保険年金課 平成26年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用療養の給付費（退職）の支出について（10月審査分）
587,724,865
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福祉局 保険年金課 平成26年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用精神結核付加金（一般・退職）の支出について（９月審査分）
1,180,464

福祉局 保険年金課 平成26年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付事業用療養費（退職）の支出について（１０月決定分）
14,697,015

福祉局 保険年金課 平成26年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（退職）の支出について（10月決定分）
86,080,012

福祉局 保険年金課 平成26年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（償還払）の支給に係る支出について（平成２６年９月分）
7,212,111

福祉局 保険年金課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の賃借契約の経費の支出について(９月分)
255,000

福祉局 保険年金課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の賃借契約の経費の支出について(９月分)
569,000

福祉局 保険年金課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 （国保年金事務参考用）国民健康保険関係法規集　追録520-521号 外2点の買入及び経費の支出について
260,800

福祉局 保険年金課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の賃借契約の経費の支出について(９月分)
255,000

福祉局 保険年金課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の賃借契約の経費の支出について(９月分)
569,000

福祉局 保険年金課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費
窓あき共通封筒外１８点の作成並びに所要経費の支出について（国民健康保険資格事務用・国民健康保険賦課事務用・国民健康保険給付事業用・医療助成事業用）第４
回完納分 158,193

福祉局 保険年金課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 障がい者医療証（バッチ）外１点の作成及び同経費の支出について
300,628

福祉局 保険年金課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　印刷製本費 障がい者医療証用同封ビラの作成及び同経費の支出について
71,479

福祉局 保険年金課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の賃借契約の経費の支出について(９月分)
77,760

福祉局 保険年金課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の賃借契約の経費の支出について(９月分)
569,000

福祉局 保険年金課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の賃借契約の経費の支出について(９月分)
255,000

福祉局 保険年金課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費
窓あき共通封筒外１８点の作成並びに所要経費の支出について（国民健康保険資格事務用・国民健康保険賦課事務用・国民健康保険給付事業用・医療助成事業用）第４
回完納分 476,280

福祉局 保険年金課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費
窓あき共通封筒外１８点の作成並びに所要経費の支出について（国民健康保険資格事務用・国民健康保険賦課事務用・国民健康保険給付事業用・医療助成事業用）第４
回完納分 54,432

福祉局 保険年金課 平成26年10月17日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 東住吉区役所の耐震改修工事に伴う国民健康保険等システム及び介護保険システム用端末機器等の移設に伴う接続及び疎通・動作確認業務の経費の支出について
43,200

福祉局 保険年金課 平成26年10月17日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 東住吉区役所の耐震改修工事に伴う国民健康保険等システム及び介護保険システム用端末機器等の移設に伴う接続及び疎通・動作確認業務の経費の支出について
43,200

福祉局 保険年金課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保事務用　保険年金課（管理）市内出張交通費の支出について（８月分）
4,924

福祉局 保険年金課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保年金事務参考用）国民健康保険関係法規集　追録520-521号 外2点の買入及び経費の支出について
218,575

福祉局 保険年金課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険システム用端末機器（増設分）の賃借契約の経費の支出について(９月分)
43,999

福祉局 保険年金課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の賃借契約の経費の支出について(９月分)
1,276,944

福祉局 保険年金課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の賃借契約の経費の支出について(９月分)
2,279,764

福祉局 保険年金課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保徴収事務用　返信用料金受取人払い用封筒買入経費の支出について
77,760

福祉局 保険年金課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年度特定健康診査等（集団健診）に関する業務（概算契約）と所要経費の支出について（９月分）
13,754,809

福祉局 保険年金課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 後期高齢者医療制度事務参考用　高齢者医療確保法ハンドブック追録（４７－４８）の購入経費の支出について
6,584

福祉局 保険年金課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の賃借契約の経費の支出について(９月分)
255,000

福祉局 保険年金課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の賃借契約の経費の支出について(９月分)
569,000

福祉局 保険年金課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度　後期高齢者医療広域連合市町村負担金の支出について（９月普通徴収分保険料等収納額相当額）
1,006,822,128

福祉局 保険年金課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 東住吉区役所の耐震改修工事に伴う国民健康保険等システム及び介護保険システム用端末機器等の移設に伴う接続及び疎通・動作確認業務の経費の支出について
172,800

福祉局 保険年金課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の賃借契約の経費の支出について(９月分)
885,600

福祉局 保険年金課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の賃借契約の経費の支出について(９月分)
177,120

福祉局 保険年金課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（９月審査分）
90,816

福祉局 保険年金課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（連合会：９月審査分）
1,873,872

福祉局 保険年金課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者医療費助成事業用訪問看護利用料助成費の支出について（９月分）
3,657,655

福祉局 保険年金課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（９月審査分）
6,997,760

福祉局 保険年金課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用柔整療養費審査支払事務委託料の支出について（９月審査分）
227,216

福祉局 保険年金課 平成26年10月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（9月分：調剤）
13,216,275

福祉局 保険年金課 平成26年10月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（9月分：レセ電）
599,081

福祉局 保険年金課 平成26年10月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（9月分：柔整）
1,026,525

福祉局 保険年金課 平成26年10月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国保給付事業用療養費（鍼灸）に係る９月分（７月施術・一般）の支出について
99,251,823

福祉局 保険年金課 平成26年10月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国保給付事業用療養費（鍼灸）に係る９月分（７月施術・退職）の支出について
3,103,556

福祉局 保険年金課 平成26年10月20日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 平成２６年度後期高齢者医療制度システム出力帳票等封入封緘等業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（９月分）
208,868

福祉局 保険年金課 平成26年10月20日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 平成26年度後期高齢者医療保険料決定通知書兼期割通知書兼納付書等電算処理業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（９月分）
18,178

福祉局 保険年金課 平成26年10月20日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 平成２６年度後期高齢者医療制度システム出力帳票等封入封緘等業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（９月分）
112,002

福祉局 保険年金課 平成26年10月20日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 平成26年度後期高齢者医療保険料決定通知書兼期割通知書兼納付書等電算処理業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（９月分）
15,702

福祉局 保険年金課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用柔道整復師施術料の支出について(１０月決定分)
3,406,190
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福祉局 保険年金課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 保険医療機関マスター複写磁気テープ賃貸借料の支出について（９月更新分）
17,850

福祉局 保険年金課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用柔道整復術療養費の支出について（１０月決定分）
4,950,374

福祉局 保険年金課 平成26年10月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成26年度国民健康保険法律相談業務の所要経費の支出について（平成26年7月～9月分）
162,000

福祉局 保険年金課 平成26年10月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 財産調査業務用レターパックの購入代金の支出について
207,360

福祉局 保険年金課 平成26年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成26年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務の所要経費の支出について（９月分）
251,636

福祉局 保険年金課 平成26年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成26年度　国民健康保険料決定通知書兼納付書等封入封緘等業務の所要経費の支出について（９月分）
665,109

福祉局 保険年金課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第２回）
1,944

福祉局 保険年金課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 国民年金事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務にかかる所要経費の支払について（８月分）
52,342

福祉局 保険年金課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度ねんきんネット利用パソコンの長期継続契約による借入経費の支出について（９月分）
50,544

福祉局 保険年金課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第２回）
6,488

福祉局 保険年金課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第２回）
12,286

福祉局 保険年金課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第２回）
15,336

福祉局 保険年金課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第２回）
6,930

福祉局 保険年金課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第２回）
117,288

福祉局 保険年金課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第２回）
50,112

福祉局 保険年金課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 大阪市国民健康保険診療報酬明細書点検室における光熱水費の支出について（平成２６年８月分）
9,777

福祉局 保険年金課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険システムはがき加工処理業務の委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（９月分）
6,825

福祉局 保険年金課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険システムはがき加工処理業務の委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（９月分）
109,539

福祉局 保険年金課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 柔道整復施術に係る療養費支給申請書点検業務委託料の支出について（８月分）
269,101

福祉局 保険年金課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保診療報酬明細書点検にかかる委託料の支出について（６月点検分）
6,018,248

福祉局 保険年金課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 給付事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務にかかる所要経費の支払について（８月分）
309,720

福祉局 保険年金課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場センタービル区分所有者会管理費及び修繕積立金の支出について(平成２６年１０月分)
279,391

福祉局 保険年金課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成２６年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第２回）
129,600

福祉局 保険年金課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成26年度　国民健康保険システムはがき加工処理業務の委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（９月分）
148,913

福祉局 保険年金課 平成26年10月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 平成２６年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第２回）
1,512

福祉局 保険年金課 平成26年10月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 平成２６年度後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（１０月２４日支払分：局２６－４）
1,000

福祉局 保険年金課 平成26年10月24日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（１０月２４日支払分：局２６－４）
9,500

福祉局 保険年金課 平成26年10月24日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（１０月２４日支払分）
1,302,437

福祉局 保険年金課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 （国保年金事務参考用）国民健康保険関係法規集　追録518号 外3点の買入及び経費の支出について
250,875

福祉局 保険年金課 平成26年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保年金事務参考用）国民健康保険関係法規集　追録518号 外3点の買入及び経費の支出について
261,350

福祉局 保険年金課 平成26年10月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年９月審査分特定健康診査等委託料の支出について
58,713,440

福祉局 保険年金課 平成26年10月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年９月審査分特定健康診査等費用手数料の支出について
1,777,223

福祉局 保険年金課 平成26年10月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市国民健康保険特定健康診査受診結果通知表等作成業務に係る手数料の支出について（９月分）
333,077

福祉局 保険年金課 平成26年10月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料
平成２６年度大阪市国民健康保険特定健診等共同処理事業に係る特別処理業務（特定健診等データ管理システムの追加機器等に係る保守管理等）の費用の支出につい
て（９月分） 197,942

福祉局 保険年金課 平成26年10月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年９月審査分特定健康診査等委託料（代行分）の支出について
207,516

福祉局 保険年金課 平成26年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 後期高齢者医療事務用料金受取人払い郵便料金の支出について（８月、９月分）
291

福祉局 保険年金課 平成26年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保賦課事務用　平成26年度　国民健康保険料決定通知書封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（９月分）
93,440

福祉局 保険年金課 平成26年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保賦課事務用　平成26年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務にかかる所要経費の支出について（９月分）
72,132

福祉局 保険年金課 平成26年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保賦課事務用　平成26年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（９月分）
102,818

福祉局 保険年金課 平成26年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 国保・後期徴収事務用　マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスにかかる経費の支出について（９月処理分）
86,684

福祉局 保険年金課 平成26年10月28日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２６年度国民健康保険給付事業用１日人間ドック委託料の支出について（９月請求分）
354,755

福祉局 保険年金課 平成26年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 国保・後期徴収事務用　マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスにかかる経費の支出について（９月処理分）
1,047

福祉局 保険年金課 平成26年10月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（８月分）
8,510,955

福祉局 保険年金課 平成26年10月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（８月分）
414,991

福祉局 保険年金課 平成26年10月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（７月分）
414,991

福祉局 保険年金課 平成26年10月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（７月分）
8,510,955

福祉局 保険年金課 平成26年10月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（７月分）
1,707,971

福祉局 保険年金課 平成26年10月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（８月分）
1,740,307
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福祉局 保険年金課 平成26年10月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（７月分）
3,294,948

福祉局 保険年金課 平成26年10月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（８月分）
3,294,948

福祉局 保険年金課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成26年度国民健康保険被保険者証送付用封筒の作成にかかる支出について（１回目）
1,121,245

福祉局 保険年金課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年度国民健康保険被保険者証（オンライン用）外２点の作成にかかる支出について（１回目）
2,438,925

福祉局 保険年金課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成26年度国民健康保険被保険者証送付用封筒の作成にかかる支出について（１回目）
94,277

福祉局 保険年金課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年度国民健康保険被保険者証（オンライン用）外２点の作成にかかる支出について（１回目）
14,966,061

福祉局 保険年金課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　印刷製本費 平成26年度国保だよりの作成にかかる支出について
1,080,037

福祉局 保険年金課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保徴収事務用　オンライン用納付書等用紙印刷及び同所要経費にかかる支出について
1,397,314

福祉局 保険年金課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　印刷製本費 国保事務用　国民健康保険料決定通知書同封ビラ（年次分）ほか１点の作成にかかる所要経費の支出について
697,755

福祉局 保険年金課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２６年度国民健康保険給付事業用１日人間ドック委託料の支出について（１０月請求分）
6,031,320

福祉局 保険年金課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民年金事務用　国民年金ハンドブックほか２点の購入経費の支出について
15,724

福祉局 保険年金課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 （国保年金事務参考用）社会保険法規総覧追録２１８６号外５点の買入及び経費の支出について
135,000

福祉局 保険年金課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年度ねんきんネット用端末通信料の支出について（９月分）
32,508

福祉局 保険年金課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年度ねんきんネット用回線使用料の支出について（９月分）
133,700

福祉局 保険年金課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（基金：９月審査分）
1,205,425

福祉局 保険年金課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（基金：１０月審査概算払分）
107,393,134

福祉局 保険年金課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 国保給付・医療助成事務用書籍　療養費の支給基準外７点買入及び同所要経費の支出について
1,450

福祉局 保険年金課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 医療助成事業用公費負担医療受給者別一覧表マスター複写電子媒体作成業務委託にかかる所要経費の支出について（１０月分）
3,000

福祉局 保険年金課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（基金：９月審査分）
335,722

福祉局 保険年金課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（１０月審査概算払分）
24,310,311

福祉局 保険年金課 平成26年10月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度老人保健交付金返還金の支出について
19,134,661

福祉局 保険年金課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保年金事務参考用）社会保険法規総覧追録２１８６号外５点の買入及び経費の支出について
20,520

福祉局 保険年金課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国保被保険者資格証明書(オンライン分)外２点印刷及び同所要経費の支出について
426,600

福祉局 保険年金課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国保給付・医療助成事務用書籍　療養費の支給基準外７点買入及び同所要経費の支出について
445,968

福祉局 保険年金課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事務用　資格関係はがき等郵便料の支出について（平成２６年９月分）
179,667

福祉局 保険年金課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険給付事業用療養費支給申請書内容点検業務に係る郵便後納料金の支出について（９月分）
69,452

福祉局 保険年金課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度　大阪府国民健康保険団体連合会分担金（後期分）の支出について
25,355,083

福祉局 保険年金課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２６年９月分）
2,144,056

福祉局 保険年金課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 補償、補填及賠償金　賠償金 国保徴収事務用　料金後納郵便料（７月分）にかかる延滞利息の支出について
13,581

福祉局 保険年金課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 特定健康診査受診券送付及び特定健康診査（集団実施分）結果通知表送付にかかる郵送料（９月分）の支出について
568,644

福祉局 保険年金課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市国保特定健康診査受診券作成及び印字・事後処理業務（概算契約）と所要経費の支出について（９月分）
159,759

福祉局 保険年金課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 需用費　印刷製本費 医療費通知同封用ビラＡ（第２期分）外２件の印刷にかかる経費の支出について
738,806

福祉局 保険年金課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 役務費　通信運搬費 国民健康保険給付事業用医療費通知送付用郵便後納料金の支出について（９月分）
5,039,598

福祉局 保険年金課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２６年度　国民健康保険給付事業用「健康づくり支援事業」委託料の支出について　（８月分）
159,090

福祉局 自立支援課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センター他２施設）電気料金（８月分）の支出について
102,056

福祉局 自立支援課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センター他２施設）電気料金（８月分）の支出について
133,059

福祉局 自立支援課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 緊急入院保護業務グループ生活保護費（確定払９月分）の支出について
154,715

福祉局 自立支援課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 緊急入院保護業務グループ生活保護費（確定払９月分）の支出について
1,275,028

福祉局 自立支援課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 緊急入院保護業務グループ生活保護費（確定払９月分）の支出について
406,000

福祉局 自立支援課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 緊急入院保護業務グループ生活保護費（確定払９月分）の支出について
1,167,650

福祉局 自立支援課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 報償費　報償金 平成２５年度大阪市立西成市民館指定管理者にかかる外部評価会議実施に伴う出席者（外部評価者）の報償金の支出について
32,950

福祉局 自立支援課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用　管外出張の支出について（９月１９日）
3,880

福祉局 自立支援課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用ゴム印の購入経費の支出について
2,224

福祉局 自立支援課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用色つきコピー用紙外３５点の購入にかかる経費の支出について
63,720

福祉局 自立支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピーシステム（トナーキット）の購入経費の支出について
154,008

福祉局 自立支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度住宅支援給付（１０月支給決定・民間賃貸住宅等月中支払分）の支出について
514,000

福祉局 自立支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用　管外出張命令について（９月２６日）
1,760

福祉局 自立支援課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 生活困窮者自立支援制度全国担当者会議への出席にかかる経費の支出について
29,230
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福祉局 自立支援課 平成26年10月20日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 使用料及賃借料　使用料 自立支援事業用　自立支援センター舞洲２（福祉局）施設物品使用料（平成26年9月分）の支出について
1,115,640

福祉局 自立支援課 平成26年10月20日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 使用料及賃借料　使用料 自立支援事業用　自立支援センター舞洲１（福祉局）施設物品使用料（平成26年9月分）の支出について
1,287,000

福祉局 自立支援課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
122,139

福祉局 自立支援課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
16,280

福祉局 自立支援課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
22,564

福祉局 自立支援課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
35,952

福祉局 自立支援課 平成26年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
159,395

福祉局 自立支援課 平成26年10月22日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
16,270

福祉局 自立支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 小口支払基金繰戻金（緊急入院保護グループ）９月分の支出について
1,944

福祉局 自立支援課 平成26年10月24日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 平成26年度自立支援センターにおけるキャリアカウンセリング業務委託料（平成26年9月分）の支出について
680,162

福祉局 自立支援課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 委託料　委託料 あいりん貯蓄組合事業清算業務用非常通報機設備及び附属設備保守点検業務委託契約にかかる所要経費の支出について（１０月～３月分）
54,432

福祉局 自立支援課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報償費　報償金 第３回生活困窮者自立促進支援懇談会にかかる報酬の支出について
66,430

福祉局 自立支援課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 ホームレス自立支援グループ事業用市内出張交通費（９月分）の支出について
30,242

福祉局 自立支援課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 委託料　委託料 平成２６年度あいりん日雇労働者等自立支援事業委託料の支出について（第３四半期分）
9,578,142

福祉局 自立支援課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 生活困窮者自立促進支援モデル事業（浪速区・淀川区・城東区）（就労準備支援モデル事業）にかかる業務委託料の支出について（第３四半期分）
3,717,884

福祉局 自立支援課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 大阪市生活困窮者自立促進支援モデル事業にかかる業務委託（西淀川区自立相談支援モデル事業）の経費の支出について（第３四半期分）
4,406,400

福祉局 自立支援課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 大阪市生活困窮者自立促進支援モデル事業にかかる業務委託（西成区就労準備支援モデル事業）の経費の支出について（第３四半期分）
2,793,420

福祉局 自立支援課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 生活困窮者自立促進支援モデル事業（淀川区）（自立相談支援モデル事業）にかかる業務委託料の支出について（第３四半期分）
3,518,100

福祉局 自立支援課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 大阪市生活困窮者自立促進支援モデル事業にかかる業務委託（西成区自立相談支援モデル事業）の経費の支出について（第３四半期分）
7,862,400

福祉局 自立支援課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 生活困窮者自立促進支援モデル事業（生野区・住吉区・平野区）（就労準備支援モデル事業）にかかる業務委託料の支出について（第３四半期分）
3,716,070

福祉局 自立支援課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 生活困窮者自立促進支援モデル事業（住吉区）（自立相談支援モデル事業）にかかる業務委託料の支出について（第３四半期分）
3,542,400

福祉局 自立支援課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 大阪市生活困窮者自立促進支援モデル事業にかかる業務委託（東淀川区自立相談支援モデル事業）の経費の支出について（第３四半期分）
6,134,400

福祉局 自立支援課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 生活困窮者自立促進支援モデル事業（平野区）（自立相談支援モデル事業）にかかる業務委託料の支出について（第３四半期分）
3,542,400

福祉局 自立支援課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 生活困窮者自立促進支援モデル事業（生野区）（自立相談支援モデル事業）にかかる業務委託料の支出について（第３四半期分）
3,542,400

福祉局 自立支援課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 大阪市生活困窮者自立促進支援モデル事業にかかる業務委託（東淀川区就労準備支援モデル事業）の経費の支出について（第３四半期分）
2,793,420

福祉局 自立支援課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 生活困窮者自立促進支援モデル事業（城東区）（自立相談支援モデル事業）にかかる業務委託料の支出について（第３四半期分）
3,724,650

福祉局 自立支援課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 生活困窮者自立促進支援モデル事業（浪速区）（自立相談支援モデル事業）にかかる業務委託料の支出について（第３四半期分）
3,542,400

福祉局 自立支援課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 大阪市生活困窮者自立促進支援モデル事業にかかる業務委託（西淀川区就労準備支援モデル事業）の経費の支出について（第３四半期分）
1,868,670

福祉局 自立支援課 平成26年10月28日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 平成２６年度あいりん日雇労働者等自立支援事業委託料の支出について（第３四半期分）
119,705,242

福祉局 自立支援課 平成26年10月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 平成２６年度あいりん日雇労働者等自立支援事業委託料の支出について（第３四半期分）
5,000,000

福祉局 自立支援課 平成26年10月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成２６年度あいりん日雇労働者等自立支援事業委託料の支出について（第３四半期分）
5,000,000

福祉局 自立支援課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 緊急入院保護業務センター内庁内情報ネットワーク回線等利用料（９月分）について
6,998

福祉局 自立支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度住宅支援給付（１０月支給決定・市営住宅分）の支出について
85,500

福祉局 自立支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度住宅支援給付（１０月支給決定・府営住宅分）の支出について
63,800

福祉局 自立支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代金の支出について（調査室９月分）
9,729

福祉局 自立支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（扶助費）１１月分の支出について
7,218,000

福祉局 自立支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費（扶助費）１１月分の支出について
3,150,000

福祉局 自立支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（扶助費）１１月分の支出について
30,000

福祉局 自立支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センター他２施設）電気料金（９月分）の支出について
84,309

福祉局 自立支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度住宅支援給付（１０月支給決定・民間賃貸住宅等月末支払分）の支出について
2,892,900

福祉局 自立支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用市内出張交通費の支出について（９月分）
30,750

福祉局 自立支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センター他２施設）電気料金（９月分）の支出について
109,894

福祉局 自立支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金（９月分）の支出について（受取人払分）
37,605

福祉局 自立支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金（９月分）の支出について（差出分）
178,617

福祉局 自立支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（扶助費）１０月分（２回目）の支出について
50,000

福祉局 自立支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費（扶助費）１０月分（２回目）の支出について
210,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市障がい者相談支援センター事業業務委託委託料の支出について（住宅入居等支援事業８月分）
100,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市重度障がい者等タクシー給付券実績確認等業務委託（概算契約）について（平成２６年８月処理分）
363,983



平成26年度（平成26年10月）　公金支出情報
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福祉局 障がい福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度重度障がい者入浴サービス事業委託料の支出について（８月分）
16,893,900

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度障がい者福祉バス借上補助金の支出について（第１０号）
51,500

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度特別障がい者手当等給付費の支出について（９月決議分）
1,470,080

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度特別障がい者手当等給付費の支出について（未支払等９月決議分）
1,016,280

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 療育手帳の作成にかかる経費の支出について
31,708

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（南大阪小児リハビリテーション病院8月分）
2,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月15日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度心身障がい者扶養共済事業給付金（年金）の支出について（１０月分）
1,080,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月15日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度心身障がい者扶養共済事業給付金（年金）の支出について（１０月分）
23,000,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度大阪市障がい者施策推進協議会　第１回障がい者計画策定・推進部会委員用委員等報酬及び費用弁償の支出について（Ｈ26.9.25開催分）
224,070

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年度大阪市障がい者施策推進協議会　第１回障がい者計画策定・推進部会委員用委員等報酬及び費用弁償の支出について（Ｈ26.9.25開催分）
6,180

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度　大阪ふれあいキャンペーン事業経費の支出について（分担金）
416,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度　重度障がい者等タクシー料金給付事業にかかる扶助費（８月分）の支出について【追加支払分】
10,500

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月17日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度心身障がい者扶養共済事業弔慰金の支給について
300,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市障がい者相談支援センター事業業務委託委託料の支出について（第３四半期分：平成26年10月～12月分）
81,841,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市障がい者基幹相談支援センター事業業務委託料の支出について（第３四半期分：平成26年10月～12月分）
8,933,800

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市知的障がい児親子通所事業の支出について（第３四半期）
8,428,860

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成26年度「心の輪を広げる障がい者理解促進事業」である、心の輪を広げる体験作文等の入選作品選考会の開催にかかる経費の支出について
26,740

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度障がい者福祉バス借上補助金の支出について（第１４号）
103,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 点字図書館職員加算国庫補助協議（厚生労働省）にかかる東京への出張及び同所要経費の支出について（障がい者福祉事業用）
29,240

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度　産経新聞の年間購読について（障がい者福祉事業用：第２四半期分）
12,111

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度　厚生福祉の年間購読について（障がい者福祉事業用：第２四半期分）
13,284

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度　読売新聞の年間購読について（障がい者福祉事業用：第２四半期分）
12,111

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度　毎日・日本経済新聞の年間購読について（障がい者福祉事業用：第２四半期分）
25,638

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　印刷製本費 障がいがある方のための福祉のあらまし　印刷及び同所要経費の支出について（平成２６年度）（障がい者福祉事業用）
2,602,260

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市障がい者就業・生活支援センター事業（南部）用委託料の支出について（第３四半期　１０月～１２月分）
2,900,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市身体障がい者社会参加促進事業の支出について（第３四半期分）
2,909,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市障がい者就業・生活支援センター事業（中央）委託料の支出について（第３四半期　１０月～１２月分）
8,100,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度知的障がい者における介護員資格取得・就労支援事業業務委託料の支出について（第３四半期）
1,600,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市障がい者就業・生活支援センター事業（南西部）委託料の支出について（第３四半期　１０月～１２月分）
2,900,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい者スポーツ振興事業にかかる委託料について（障がい者福祉事業用：第３四半期分）
8,700,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市障がい者就業・生活支援センター事業（淀川）委託料の支出について（第３四半期　１０月～１２月分）
2,900,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市手話・点訳奉仕員養成事業の支出について（第３四半期分）
3,146,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市障がい者就業・生活支援センター事業（西部）委託料の支出について（第３四半期　１０月～１２月分）
2,900,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市身体障がい者生活訓練事業の支出について（第３四半期分）
5,524,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度聴覚言語障がい者コミュニケーション支援事業の支出について（第３四半期分）
14,479,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市障がい者就業・生活支援センター事業（北部）委託料の支出について（第３四半期　１０月～１２月）
2,900,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市障がい者就業・生活支援センター事業（中部）委託料の支出について（第３四半期　１０月～１２月分）
2,900,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度障がい者福祉施設製品（授産製品）販売促進支援業務委託料の支出について（第３四半期）
1,500,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度早川福祉会館点字図書室業務運営委託料の支出について（第３四半期）
12,000,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度 点字図書館運営補助金の支出について（補助金　後期分）
31,633,890

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度障がい者能力開発訓練施設運営補助金の支出について（第３四半期）
13,800,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度障がい者福祉バス借上補助金の支出について（第１２号）
42,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月29日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度心身障がい者扶養共済事業給付金（年金）の支出について（１０月分）
20,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 指定管理施設に係る平成25年度事業実績外部評価委員用委員報償費の支出について
135,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成２６年度特別障がい者手当等の障がい認定にかかる嘱託医報酬の支出について（８～９月会議開催分）
128,040

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年度障がい者福祉事業用市内交通費の支払い（9月分）
30,172

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立早川福祉会館管理運営業務委託料の支出について（第3四半期分）
8,402,650

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 西成購買施設・もと北津守の里機械警備業務委託に係る所要経費の支出について（9月分）
13,110
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福祉局 障がい福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（総合医療センター8月分）
83,270

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（十三市民病院８月分）
5,470

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市障がい者スポーツセンター管理運営業務委託料の支出について（第３四半期分）
191,121,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度重症心身障がい者介護手当の支出について（第２四半期分・未支払等）
60,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度重症心身障がい者介護手当の支出について（第２四半期分）
26,370,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度　重度障がい者等タクシー料金給付事業にかかる扶助費（９月分）の支出について
71,717,030

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度　重度障がい者等タクシー料金給付事業にかかる扶助費（９月分）の支出について【追加支払分】
56,780

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度重度障がい者等タクシー料金給付事業にかかる扶助費（９月差押分）の支出について
402,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年10月31日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 納付費 役務費　共済保険料 平成２６年度心身障がい者扶養共済事業納付金の支出について（平成２６年１０月分）
3,864,800

福祉局 障がい支援課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター電気使用料の支出について（障がい支援課分　８月分）
28,671

福祉局 障がい支援課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（８月請求分その１６）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（８月請求分その２５）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査にかかる介添人派遣事業の支出について（６月分その２）
1,000

福祉局 障がい支援課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査にかかる介添人派遣事業の支出について（７月分・８月分）
2,000

福祉局 障がい支援課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度療養介護医療費（食事療養費）の支出について（平成２６年８月分）
144,410

福祉局 障がい支援課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付等事業（障がい者福祉電話事業用通信料）の支出について（平成26年4～7月分（対象者1人分））
7,103

福祉局 障がい支援課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その１５）
56,160

福祉局 障がい支援課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その１８）
93,960

福祉局 障がい支援課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その８）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（８月請求分その２８）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その１２）
74,130

福祉局 障がい支援課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その１３）
91,800

福祉局 障がい支援課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その１６）
41,730

福祉局 障がい支援課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（８月請求分その３４）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度障がい支援区分認定調査業務委託にかかる所要経費の支出について（８月市内調査分）
4,025,600

福祉局 障がい支援課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査手話通訳派遣事業にかかる支出について（７月分）
4,536

福祉局 障がい支援課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度　多子軽減にかかる障がい児通所給付費の支出について（４・５月提供分）
16,348

福祉局 障がい支援課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その２３）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その１３）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その２０）
65,880

福祉局 障がい支援課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その１３）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（８月サービス提供分　2/3）
558,346

福祉局 障がい支援課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市障がい者リハビリテーション促進事業費の支出について（第１四半期分）（２）
248,017

福祉局 障がい支援課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その２２）
72,360

福祉局 障がい支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成26年度連絡調整用市内・近接地出張交通費の支出について（８月分）
25,950

福祉局 障がい支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その２９）
75,697

福祉局 障がい支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その２１）
49,680

福祉局 障がい支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その２）
55,965

福祉局 障がい支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その２４）
127,245

福祉局 障がい支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その６）
78,645

福祉局 障がい支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その５）
66,570

福祉局 障がい支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その３）
96,810

福祉局 障がい支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（８月分その１）【大阪市外分】
34,000

福祉局 障がい支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（７月分その２）【大阪市外分】
6,800

福祉局 障がい支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（９月分その１）【大阪市外分】
61,200

福祉局 障がい支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度　障がい児給付費の支出について（９月審査分）
362,521,236

福祉局 障がい支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（６月サービス提供分）
434,019

福祉局 障がい支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度障がい福祉サービス費の支出について（８月サービス・９月請求分）
10,000
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福祉局 障がい支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（８月サービス提供分　3/3）
464,160

福祉局 障がい支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度障がい福祉サービス費の支出について（８月サービス・９月請求分）
10,000

福祉局 障がい支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度　障がい福祉サービス費の支出について（９月審査分）
3,658,039,016

福祉局 障がい支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度障がい者訓練等通所交通費の支出について（４・５・６月分）（５）
80,114

福祉局 障がい支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度　障がい福祉事業用移動支援費の支出について（９月審査分）
236,273,282

福祉局 障がい支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市日中一時支援事業にかかる支出について（平成２６年９月請求分）
2,636,390

福祉局 障がい支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（城東区第8号）
264,220

福祉局 障がい支援課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年度障がい支援区分認定調査市内出張旅費の支出について（８月分）
22,380

福祉局 障がい支援課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 公費負担医療受給者別一覧表及び過誤内訳書の複写磁気媒体の作成業務（５月審査６月提供分）委託料の支出について
3,000

福祉局 障がい支援課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（６月分その２）【大阪市外分】
6,800

福祉局 障がい支援課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費の支払いについて（４～８月分）
82,692

福祉局 障がい支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 ゴム印に係る経費の支出について（認定事務センター業務用）
881

福祉局 障がい支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その２９）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その１９）
67,845

福祉局 障がい支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その３０）
80,805

福祉局 障がい支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その１１）
89,055

福祉局 障がい支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その１７）
68,040

福祉局 障がい支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その２６）
199,905

福祉局 障がい支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会障がい児給付費等支払手数料の支出について（９月受付分）
336,798

福祉局 障がい支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会移動支援費等支払手数料の支出について（９月受付分）
422,862

福祉局 障がい支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 大阪府国保連合会障がい福祉サービス費等支払手数料の支出について（９月受付分）
1,904,364

福祉局 障がい支援課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その２７）
254,685

福祉局 障がい支援課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その３１）
80,415

福祉局 障がい支援課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その３２）
20,520

福祉局 障がい支援課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その３５）
86,400

福祉局 障がい支援課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保８月診療分）
17,650,435

福祉局 障がい支援課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度障がい児施設医療費（国保79医療費）の支払いについて（８月診療分）
1,353,498

福祉局 障がい支援課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度障がい児施設医療費（国保53）の支払について（８月診療分）
1,660,026

福祉局 障がい支援課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保後期高齢８月診療分）
2,400,184

福祉局 障がい支援課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度療養介護医療費（国保）８月診療分（９月審査分）の支出について
20,079,726

福祉局 障がい支援課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度療養介護医療費（後期高齢）８月診療分（９月審査分）の支出について
490,110

福祉局 障がい支援課 平成26年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度障がい児施設医療費（国保53）の支払について（８月診療分）
505,199

福祉局 障がい支援課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その１０）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その３３）
233,970

福祉局 障がい支援課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その４）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その２８）
118,215

福祉局 障がい支援課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その２７）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その２５）
73,245

福祉局 障がい支援課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その３６）
92,880

福祉局 障がい支援課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 公費負担医療にかかる電子媒体による連名簿データ提供業務にかかる委託料（９月提供（８月審査）分）の支出について
22,380

福祉局 障がい支援課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,500

福祉局 障がい支援課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい児施設医療費（国保79審査委託料）の支払いについて（９月審査分）
1,764

福祉局 障がい支援課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保８月診療・９月審査分）
56,742

福祉局 障がい支援課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保後期高齢８月診療・９月審査分）
23,030

福祉局 障がい支援課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい児施設医療費（国保53審査委託料）の支払について（９月審査分）
5,684

福祉局 障がい支援課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度療養介護医療費（社保）9月審査分の支出について
1,148

福祉局 障がい支援課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度療養介護医療費（後期高齢・審手）9月審査分の支出について
882

福祉局 障がい支援課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費及び委託料の支出について（社保８月診療・９月審査分））
280,526
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福祉局 障がい支援課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい児施設医療費（社保79）の支払いについて（８月診療分）
8,775

福祉局 障がい支援課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（８月分その２）【大阪市外分】
6,800

福祉局 障がい支援課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度療養介護医療費（国保・審手）9月審査分の支出について
13,622

福祉局 障がい支援課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市重症心身障がい者通所施設通所用バス運行費補助金の支出について（下半期分）
5,727,348

福祉局 障がい支援課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費及び委託料の支出について（社保８月診療・９月審査分））
745,944,364

福祉局 障がい支援課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度障がい児施設医療費（社保79）の支払いについて（８月診療分）
7,384,890

福祉局 障がい支援課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度療養介護医療費（社保）８月診療分（９月審査分）の支出について
2,311,377

福祉局 障がい支援課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい児施設医療費（国保53審査委託料）の支払について（９月審査分）
14,406

福祉局 障がい支援課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター上下水道使用料に係る経費の支出について（平成２６年１０月分　障がい支援課負担分）
2,417

福祉局 障がい支援課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター上下水道使用料に係る経費の支出について（平成２６年１０月分　障がい支援課負担分）
4,910

福祉局 障がい支援課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その２１）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その３４）
89,640

福祉局 障がい支援課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査手話通訳派遣事業にかかる支出について（８月分）
9,072

福祉局 障がい支援課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（９月サービス提供分　1/3）
326,556

福祉局 障がい支援課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その３９）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 障がい支援区分認定調査及び審査会事務用概況調査票ほか２点の印刷に係る経費の支出について
960,627

福祉局 障がい支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その２０）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その３８）
63,720

福祉局 障がい支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その３０）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（８月請求分その３６）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その３６）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市緊急通報システム事業用委託料の支出について（9月分）
118,218

福祉局 障がい支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（８月分）【大阪市外分】
40,800

福祉局 障がい支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（東淀川区第16号）
42,000

福祉局 障がい支援課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その８）
9,720

福祉局 障がい支援課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市強度行動障がい者処遇改善事業費の支出について（第２四半期分）
529,100

福祉局 障がい支援課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市強度行動障がい者処遇改善事業費の支出について（第１四半期分）
545,380

福祉局 障がい支援課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その４０）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その３７）
160,140

福祉局 障がい支援課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その３０）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度　重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業費の支出について（8月決定分）
71,500

福祉局 障がい支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その２）
101,520

福祉局 障がい支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その１）
83,160

福祉局 障がい支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その７）
88,365

福祉局 障がい支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（８月分）【大阪市外分】
27,200

福祉局 障がい支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度障がい支援区分判定端末用ソフトウェア借入（その２）にかかる経費の支出について（９月分）
23,436

福祉局 障がい支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい支援区分認定端末等機器（長期借入）借入に係る経費の支出について（９月分）
180,360

福祉局 障がい支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度障がい福祉サービス費の支出について（９月サービス・１０月請求分）
10,000

福祉局 障がい支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市難聴児補聴器給付事業用補聴器経費の支出について（第2609号）
39,510

福祉局 障がい支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度障がい者訓練等通所交通費の支出について（４・７・８・９月分）
265,206

福祉局 障がい支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 障がい支援区分認定審査会及び役員会に係る報酬並びに費用弁償の支出について（平成26年9月分）
3,347,470

福祉局 障がい支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 障がい支援区分認定審査会及び役員会に係る報酬並びに費用弁償の支出について（平成26年9月分）
90,020

福祉局 障がい支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年度障がい支援区分認定調査にかかる管外出張旅費の支出について（９月調査分）
3,420

福祉局 障がい支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター電気使用料の支出について（障がい支援課分　９月分）
26,231

福祉局 障がい支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい支援区分認定調査事業及び審査会事業に係る郵便料の支出について（平成26年9月分）
375,492

福祉局 障がい支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その６）
75,405

福祉局 障がい支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（８月請求分その１６）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その３１）
5,400
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福祉局 障がい支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その３）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その９）
104,175

福祉局 障がい支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（７月分）【大阪市外分】
6,800

福祉局 障がい支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい福祉事業用　平成26年度障がい児施設（措置費）の支出について（敷津浦学園９月分）
5,502,484

福祉局 障がい支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市福祉ホーム事業（他市町村型）の業務委託契約にかかる委託料の支出について（第２四半期分）
56,430

福祉局 障がい支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（９月分その２）【大阪市外分】
27,200

福祉局 障がい支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度障がい支援区分認定調査業務委託にかかる所要経費の支出について（９月分）
4,474,400

福祉局 障がい支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 公費負担医療受給者別一覧表及び過誤内訳書の複写磁気媒体の作成業務（８月審査９月提供分）委託料の支出について
3,000

福祉局 障がい支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度障がい児施設給付費（医療費点数外）の支出について（８・９月分）
26,800

福祉局 障がい支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（平成26年４～８月提供分）
251,102

福祉局 障がい支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉事業用　平成26年度障がい児施設（措置費）の支出について（９月分）
55,412,133

福祉局 障がい支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度　多子軽減にかかる障がい児通所給付費の支出について（４～７月提供分）
3,641

福祉局 障がい支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市重症心身障がい者通所施設通所交通費（９月分）の支出について
11,400

福祉局 障がい支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度施設児童援護費（法外援護費）の支出について（８・９月提供分）
13,111,657

福祉局 障がい支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市障がい者リハビリテーション促進事業費の支出について（第１四半期分）（３）
2,402,980

福祉局 障がい支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（中央区第1号、西区第1号）
852,845

福祉局 障がい支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費の支払いについて（10月支払（５～９月分））
114,648

福祉局 運営指導課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務用　料金後納郵便料の支出について（平成26年９月分）
6,784

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 在日外国人高齢者給付金支給事業用未支給金の支出について
10,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢福祉課緊急通報システム事業用委託料（８月稼働分）の支出について
6,791,463

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（８月２回目）
1,683,363

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（８月分３回目）
2,089,496

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 高齢福祉課緊急通報システム事業用委託料（８月稼働分）の支出について
4,134,510

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（５月～８月実施分）（２９回目）
1,066,754

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（５月～９月実施分）（２５回目）
2,468,240

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（８月分２回目）
8,202,508

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 在日外国人高齢者給付金支給事業用未支給金の支出について
10,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（８月分４回目）
1,256,037

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（４月～８月実施分）（２６回目）
2,531,404

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（８月分３回目）
110,760

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（４月～９月実施分）（２８回目）
2,172,216

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（５月～８月実施分）（３０回目）
3,866,066

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 平成２６年度基本チェックリスト実施勧奨等書類封入封緘及び送付等業務にかかる経費の支出について（第３回目 終払い）
307,751

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（５月～８月実施分）（２７回目）
997,360

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（５月～８月実施分）（３１回目）
1,050,634

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（４月～９月実施分）（２８回目）
2,479,716

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 （高齢福祉課職員用）平成２６年７月分市内出張旅費（近接地含む）の支出について
46,540

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（５月～８月実施分）（３２回目）
2,194,096

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付事業にかかる高齢者用電話名義変更手数料の支出について（８月分）
12,960

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（５月～９月実施分）（２９回目）
3,615,916

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度認知症対策連携強化事業にかかる所要経費の支出について（１０～１２月分）
5,013,665

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）読売新聞買入にかかる経費の支出について（平成２６年７～９月分）
12,111

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）「厚生福祉」買入にかかる経費の支出について（平成２６年７～９月分）
13,284

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）毎日新聞・日本経済新聞買入にかかる経費の支出について（平成２６年７～９月分）
25,638

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）産経新聞買入にかかる経費の支出について（平成２６年７～９月分）
12,111

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）朝日新聞買入にかかる経費の支出について（平成２６年７～９月分）
12,111

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 平成26年度大阪市地域包括支援センター運営協議会第１回評価部会にかかる経費の支出について
64,020

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 平成26年度大阪市地域包括支援センター運営協議会第１回評価部会にかかる経費の支出について
3,180
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福祉局 高齢福祉課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）所要経費の支出について（平成24年度4年契約締結包括）（第3四半期分）
74,767,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）所要経費の支出について（平成25年度3年契約締結包括）（第3四半期分）
265,525,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）所要経費の支出について（平成24年度3年契約締結包括）（第3四半期分）
65,434,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）所要経費の支出について（平成24年度5年契約締結包括）（第3四半期分）
29,844,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）所要経費の支出について（平成25年度5年契約締結包括）（第3四半期分）
129,364,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）所要経費の支出について（平成26年度3年契約締結包括）（第3四半期分）
101,426,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）所要経費の支出について（平成25年度4年契約締結包括）（第3四半期分）
92,062,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度地域包括支援センター連絡調整事業に係る経費の支出について（第３四半期）
4,621,343

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）所要経費の支出について（平成26年度4年契約締結包括）（第3四半期分）
40,293,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）所要経費の支出について（平成26年度5年契約締結包括）（第3四半期分）
57,101,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会保健福祉部会(平成26年９月19日(金))の開催にかかる委員報酬等の支出について
64,020

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会保健福祉部会(平成26年９月19日(金))の開催にかかる委員報酬等の支出について
2,440

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 在日外国人高齢者給付金支給事業用　在日外国人高齢者給付金現況届送付用窓あき封筒の買入経費の支出について
37,800

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 在日外国人高齢者給付金支給事業用未支給金の支出について
30,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（８月分５回目）
1,364,746

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（８月分６回目）
215,005

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報償費　報償金 認知症地域医療支援研修事業受託法人選定会議（７月25日）に係る経費の支出について（選定委員報償金）
50,995

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）厚口用紙外１９点買入にかかる経費の支出について
47,304

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢福祉課火災警報器（連動型）設置業務委託費の支出について（平成２６年９月分）
108,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢福祉課緊急通報システム事業用委託料（９月稼働分）の支出について
6,751,736

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 在日外国人高齢者給付金支給事業用扶助費の支出について（第２四半期）
9,370,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 地域ケア会議推進に係る全国担当者会議への参加及び所要経費の支出について
29,240

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 介護予防健診等実施業務委託料の支出について（８月分）
4,925,817

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 総合相談窓口（ブランチ）職員研修にかかる所要経費の支出について（平成26年9月26日開催分）
19,860

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 高齢福祉課緊急通報システム事業用委託料（９月稼働分）の支出について
4,110,750

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（６月～９月実施分）（３１回目）
1,544,848

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（６月～９月実施分）（３４回目）
1,467,028

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（６月～９月実施分）（３２回目）
1,048,196

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（４月～８月実施分）（３０回目）
2,018,832

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成２６年度高齢者住宅改修費給付事業用委託料（理学療法士）の支出について（平成２６年度第２四半期）
358,656

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成２６年度高齢者住宅改修費給付事業用委託料（建築士）の支出について（平成２６年度第２四半期）
1,047,978

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金（弘仁会（東成区実施）・第１回）の支出について
10,405

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（５月～９月実施分）（３３回目）
2,573,624

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（９月分１回目）
1,135,275

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 平成26年度第2回大阪市地域包括支援センター運営協議会にかかる経費の支出について（其他委員等報酬等）
192,060

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 平成26年度第2回大阪市地域包括支援センター運営協議会にかかる経費の支出について（其他委員等報酬等）
9,020

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（９月分１回目）
7,189,461

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）庁内情報利用プリンタ用カートリッジ外１点買入にかかる経費の支出について
18,900

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 高齢福祉課用電磁調理器の概算買入の支出について（9月分）
133,812

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）庁内情報利用プリンタ用カートリッジ外１点買入にかかる経費の支出について
648

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　印刷製本費 （高齢福祉課事務用）大阪市高齢者施策のあらまし印刷物の作成及び同経費の支出について
812,592

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付事業にかかる電話設置費用等（９月分１回目）の支出について
61,992

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 緊急通報システム事業等アンケート（現況確認）返送用郵送料の支出について（９月分）
42,974

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成26年度認知症疾患医療センター運営事業実施にかかる所要経費の支出について（10～12月分）
2,457,296

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 在日外国人高齢者給付金支給事業用未支給金の支出について
10,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 基本チェックリスト実施勧奨用郵送料の支出について（９月分）
2,859,192

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（９月分２回目）
18,636,343

福祉局 高齢福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 緊急通報システム事業（家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業【緊急時駆けつけ対応業務】）業務委託の支出について（9月分）
433,944
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福祉局 高齢福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 介護用品支給事業用介護用品の代金の支出について（８月分）
11,146,260

福祉局 高齢施設課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市軽費老人ホームサービス提供費補助金の支出について（第３四半期分）
123,416,050

福祉局 高齢施設課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度老人保護措置費の支出について（平成26年10月分）
225,569,264

福祉局 高齢施設課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度老人保護措置費の支出について（京都府立洛南寮9月分）
142,920

福祉局 高齢施設課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（9月分）
531

福祉局 高齢施設課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成26年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（9月分）
26,564

福祉局 高齢施設課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成26年度生活支援ハウス運営業務委託経費の支出について（10月～12月分）
11,799,000

福祉局 高齢施設課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成26年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（9月分）
116,585

福祉局 高齢施設課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成26年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（9月分）
1,400,427

福祉局 高齢施設課 平成26年10月20日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成26年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（9月分）
7,084

福祉局 高齢施設課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 高齢施設課一般事務用蛍光ＯＡマーカー（黄）外１７点の購入経費の支出について
33,005

福祉局 高齢施設課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 もと大阪市立信太山老人ホーム機械警備及び巡回警備業務にかかる経費の支出について（平成２６年７月～９月分）
187,920

福祉局 高齢施設課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 （高齢施設課職員用）平成２６年度６月分市内出張旅費（近接地含む）の支出について
21,334

福祉局 高齢施設課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 （高齢施設課職員用）平成２６年７月分市内出張旅費（近接地含む）の支出について
28,430

福祉局 高齢施設課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 （高齢施設課職員用）平成２６年８月分市内出張旅費（近接地含む）の支出について
16,354

福祉局 高齢施設課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月高齢施設課事務用後納郵便料金の支出について
12,214

福祉局 高齢施設課 平成26年10月31日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 （仮称）大国特別養護老人ホームにかかる平成26年度大阪市民間老人福祉施設整備費補助金の支出について（平成25年度から事故繰越分）
25,984,000

福祉局 いきがい課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと軽費老人ホーム延寿荘・西成地域活動支援プラザ電気代の支出について　８月分（機械警備用）
6,622

福祉局 いきがい課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ平野電気代の支出について　９月分（機械警備用）
2,357

福祉局 いきがい課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市浪速区地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）運営補助金の支出について（難波老人憩の家外12箇所）
3,572,000

福祉局 いきがい課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市都島区地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）運営補助金の支出について（淀川地域老人憩の家外6箇所）
1,896,000

福祉局 いきがい課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市天王寺区地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）運営補助金の支出について（聖和老人憩の家）
289,000

福祉局 いきがい課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市東住吉区地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）運営補助金の支出について（南田辺会館老人憩の家外15箇所）
4,475,000

福祉局 いきがい課 平成26年10月06日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）改修整備補助金の支出について（旭区：清水老人憩の家）
759,000

福祉局 いきがい課 平成26年10月06日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）段差改修等改修整備補助金の支出について（旭区：清水老人憩の家）
327,000

福祉局 いきがい課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ旭電気代の支出について　９月分（機械警備用）
1,286

福祉局 いきがい課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ浅香電気代の支出について　９月分（機械警備用）
890

福祉局 いきがい課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成26年度敬老優待乗車証チャージ履歴調査業務委託（その２）の経費の支出について
178,200

福祉局 いきがい課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 大阪市立淀川区老人福祉センター管理運営に係る業務代行料の支出について（第３四半期分）
4,895,000

福祉局 いきがい課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 大阪市立老人福祉センター管理運営に係る業務代行料の支出について（第３四半期分）（北区北老人福祉センター外２４施設）
140,063,000

福祉局 いきがい課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成26年度敬老優待乗車証チャージ履歴調査業務委託の経費の支出について
356,400

福祉局 いきがい課 平成26年10月10日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 役務費　手数料 もと地域活動支援プラザ平野外４施設に係る絶縁油中のポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ)濃度分析検査業務委託の経費の支出について
280,800

福祉局 いきがい課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市阿倍野区地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）運営補助金の支出について（阿倍野連合会館老人憩の家外10箇所）
3,179,000

福祉局 いきがい課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市港区地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）運営補助金の支出について（波除老人憩の家外12箇所）
3,757,000

福祉局 いきがい課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 もと地域活動支援プラザ浅香他５ヶ所機械警備業務委託に係る経費の支出について（４月～６月分）
287,064

福祉局 いきがい課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成26年度老人クラブ活動援助事業委託料経費の支出について（第３四半期分）
21,323,000

福祉局 いきがい課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成26年度老人クラブ活動推進員設置事業委託料経費の支出について（第３四半期分）
6,025,000

福祉局 いきがい課 平成26年10月15日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　交付金 大阪市敬老優待乗車証制度変更に伴うシステム等改修業務経費の支出について
37,886,400

福祉局 いきがい課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年度　いきがい課市内出張交通費の支払について（９月分）
32,852

福祉局 いきがい課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　印刷製本費 平成２６年度大阪市高齢者福祉月間周知用ポスターの作成及び経費の支出について
23,587

福祉局 いきがい課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ東住吉電気代の支出について　９月分（機械警備用）
658

福祉局 いきがい課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　筆耕翻訳料 高齢者福祉月間事業優良老人クラブ表彰の実施及び同所要経費の支出について（市長感謝状筆耕）
8,100

福祉局 いきがい課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証用納付書封入封緘等業務委託（９月分）の経費の支出について
70,248

福祉局 いきがい課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証（ＩＣカード）発行・管理料（８月分）の支出について
10,339,585

福祉局 いきがい課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証用交付申請書封入封緘等業務委託（９月分）経費の支出について
59,358

福祉局 いきがい課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証（ＩＣカード）５年次更新申請書取次業務委託（８月分）の支出について
485,519

福祉局 いきがい課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市平野区地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）運営補助金の支出について（平野老人憩の家外15箇所）
4,329,000

福祉局 いきがい課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市東住吉区地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）運営補助金の支出について（今川福祉会館老人憩の家外１箇所）
457,000
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福祉局 いきがい課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成２６年度敬老優待乗車証利用停止はがき等圧着業務委託（9月分）経費の支出について
14,115

福祉局 いきがい課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市東成区地域高齢者等活動拠点施設（老人憩の家）運営補助金の支出について（今里老人憩の家）
289,000

福祉局 いきがい課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市港区地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）運営補助金の支出について（波除連合市元地区老人憩の家外1箇所）
578,000

福祉局 いきがい課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市都島区地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）運営補助金の支出について（高倉老人憩の家外1箇所）
652,000

福祉局 いきがい課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　印刷製本費 敬老優待乗車証対象者一覧国保応用用紙の作成及び経費の支出について
102,060

福祉局 いきがい課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　交付金 市営交通料金福祉措置にかかる交付金（敬老優待乗車証による利用料金８月分）の支出について
416,381,895

福祉局 いきがい課 平成26年10月24日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 もといきいきエイジングセンター管理委託業務の経費の支出について（下半期分）
3,766,516

福祉局 いきがい課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと軽費老人ホームにしはま荘電気代の支出について　９月分（機械警備用）
4,827

福祉局 いきがい課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証制度改正に伴うコールセンター業務委託の経費の支出について
6,264,000

福祉局 いきがい課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市平野区地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）運営補助金の支出について（加美正北老人憩の家外3箇所）
869,000

福祉局 いきがい課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 第２７回全国健康福祉祭とちぎ大会の選手団派遣事業にかかる出張命令及び同経費の支出について
100,780

福祉局 いきがい課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと軽費老人ホーム延寿荘・西成地域活動支援プラザ電気代の支出について　９月分（機械警備用）
6,264

福祉局 いきがい課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 敬老優待乗車証用交付申請書・納付書・利用停止通知郵送料（９月分）の支出について
526,678

福祉局 いきがい課 平成26年10月31日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　分担金 もといきいきエイジングセンターに係る管理費の支出について（１０月分）
782,600

福祉局 介護保険課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センターガス空調等使用料にかかる経費の支出について(9月分)
65,323

福祉局 介護保険課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 大阪市認定事務センター事務用コピー代金の支出について（8月分）
59,835

福祉局 介護保険課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センターガス空調等使用料にかかる経費の支出について(9月分)
14,522

福祉局 介護保険課 平成26年10月01日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 大阪市認定事務センター事務用コピー代金の支出について（8月分）
471,730

福祉局 介護保険課 平成26年10月01日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター電気料金に係る経費の支出について（8月分）
158,602

福祉局 介護保険課 平成26年10月01日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センターガス空調等使用料にかかる経費の支出について(9月分)
80,394

福祉局 介護保険課 平成26年10月01日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、１０月分還付用資金前渡金の支出について（窓口、歳出）
1,090,000

福祉局 介護保険課 平成26年10月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(8月分【他】①)
123,120

福祉局 介護保険課 平成26年10月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２６年度要介護認定調査の外国語通訳者派遣事業にかかる委託料の支出について（８月分）
3,024

福祉局 介護保険課 平成26年10月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理業務にかかる委託料の支出について（８月審査分）
1,678,463

福祉局 介護保険課 平成26年10月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（９月分）
90,720

福祉局 介護保険課 平成26年10月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(8月分⑦)
56,277

福祉局 介護保険課 平成26年10月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(8月分②)
19,440

福祉局 介護保険課 平成26年10月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(8月分【他】②)
100,440

福祉局 介護保険課 平成26年10月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(8月分①)
43,200

福祉局 介護保険課 平成26年10月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理業務にかかる委託料の支出について（８月審査分）
145,122

福祉局 介護保険課 平成26年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(8月分⑩)
14,300

福祉局 介護保険課 平成26年10月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　普通旅費 介護認定事務にかかる市内出張交通費の支出について（８月分）
12,344

福祉局 介護保険課 平成26年10月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（９月分）
97,200

福祉局 介護保険課 平成26年10月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（９月分）
66,960

福祉局 介護保険課 平成26年10月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(8月分⑨)
7,560

福祉局 介護保険課 平成26年10月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(8月分④)
6,480

福祉局 介護保険課 平成26年10月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(8月分③)
74,520

福祉局 介護保険課 平成26年10月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(8月分⑧)
58,320

福祉局 介護保険課 平成26年10月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(8月分⑤)
36,936

福祉局 介護保険課 平成26年10月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費（８月分）の支出について
19,162

福祉局 介護保険課 平成26年10月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(8月分⑥)
3,240

福祉局 介護保険課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 第４回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会介護保険部会の開催にかかる委員報酬等の支出について
208,065

福祉局 介護保険課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 第４回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会介護保険部会の開催にかかる委員報酬等の支出について
10,300

福祉局 介護保険課 平成26年10月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 被保険者証送付用封筒（連続帳票用）外１０点の作成に係る経費の支出について
3,335,488

福祉局 介護保険課 平成26年10月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（９月分）
69,120

福祉局 介護保険課 平成26年10月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(8月分【他】③)
51,840

福祉局 介護保険課 平成26年10月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(8月分【他】④)
22,680

福祉局 介護保険課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（9月分）
1,041
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福祉局 介護保険課 平成26年10月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（9月分）
5,764

福祉局 介護保険課 平成26年10月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（９月分）
93,960

福祉局 介護保険課 平成26年10月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度介護サービス等給付費の支払いについて（９月支給決定分）
72,038,825

福祉局 介護保険課 平成26年10月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
介護予防サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度介護予防サービス等給付費の支払いについて（９月支給決定分）
45,105,545

福祉局 介護保険課 平成26年10月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額介護サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度高額介護サービス費等給付費の支払いについて（９月支給決定分）
122,030,599

福祉局 介護保険課 平成26年10月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額医療合算介護サー
ビス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度高額医療合算介護サービス等給付費の支払いについて（９月支給決定分）
6,237,293

福祉局 介護保険課 平成26年10月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
特定入所者介護サービ
ス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度特定入所者介護サービス費等給付費の支払いについて（９月支給決定分）
85,830

福祉局 介護保険課 平成26年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成２６年度おおさか介護サービス相談センター事業にかかる所要経費の支出について（第３四半期分）
8,134,971

福祉局 介護保険課 平成26年10月15日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、9月年金保険者還付金の支出について（厚生年金、歳出）
12,600

福祉局 介護保険課 平成26年10月15日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、9月年金保険者還付金の支出について（国民年金、歳出）
6,400

福祉局 介護保険課 平成26年10月15日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、9月年金保険者還付金の支出について（基礎年金、歳出）
191,282

福祉局 介護保険課 平成26年10月15日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、９月分還付金の支出について（口座、歳出）
809,035

福祉局 介護保険課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成26年度７月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
5,612

福祉局 介護保険課 平成26年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成26年度７月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
107,995

福祉局 介護保険課 平成26年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支出について（８月分）
65,013,030

福祉局 介護保険課 平成26年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(8月分⑪)
6,480

福祉局 介護保険課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（９月分）
79,920

福祉局 介護保険課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 介護保険給付費通知書印字用連続帳票の作成及び同所要経費の支出について
420,837

福祉局 介護保険課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（8月分）
1,071

福祉局 介護保険課 平成26年10月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（8月分）
5,927

福祉局 介護保険課 平成26年10月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（９月分）
102,600

福祉局 介護保険課 平成26年10月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター水道使用にかかる経費の支出について(10月分)
27,180

福祉局 介護保険課 平成26年10月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター水道使用にかかる経費の支出について(10月分)
13,383

福祉局 介護保険課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　手数料 介護保険特別対策用審査支払経費の支出について（平成26年9月審査分）
665

福祉局 介護保険課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 介護保険特別対策用利用経費の支出について（平成26年9月審査分）
70,783

福祉局 介護保険課 平成26年10月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 要介護認定調査業務用Ｎ９５マスク購入及び同所要経費の支出について
5,832

福祉局 介護保険課 平成26年10月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(８月分)
1,036,800

福祉局 介護保険課 平成26年10月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 介護給付費の支出について（平成26年9月審査分）
15,683,630,328

福祉局 介護保険課 平成26年10月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
介護予防サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 介護給付費の支出について（平成26年9月審査分）
1,248,709,837

福祉局 介護保険課 平成26年10月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額介護サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 高額介護サービス費の支払いについて（平成26年9月審査分）
279,424,313

福祉局 介護保険課 平成26年10月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
特定入所者介護サービ
ス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 特定入所者介護サービス費等の支出について（平成26年9月審査分）
539,630,328

福祉局 介護保険課 平成26年10月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 審査支払費 委託料　委託料 介護給付費審査支払い業務委託料の支出について（平成26年9月審査分）
2,789,656

福祉局 介護保険課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　筆耕翻訳料 第４回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会介護保険部会に係る記録調製業務の概算契約確定にかかる経費の支出について
44,712

福祉局 介護保険課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成26年9月分）の支出について
758

福祉局 介護保険課 平成26年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成26年9月分）の支出について
12,242

福祉局 介護保険課 平成26年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成26年度介護保険関係帳票封入封緘作業等業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（９月分）
1,179,304

福祉局 介護保険課 平成26年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（９月分）
81,000

福祉局 介護保険課 平成26年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成26年9月分）の支出について
10,719

福祉局 介護保険課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用端末機器等長期借入に係る所要経費の支出について（９月分）
103,291

福祉局 介護保険課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（９月分）の支出について
275,475

福祉局 介護保険課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（９月分）の支出について
59,100

福祉局 介護保険課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（９月分）の支出について
3,925,913

福祉局 介護保険課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（９月分）の支出について
634,311

福祉局 介護保険課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用端末機器等長期借入に係る所要経費の支出について（９月分）
1,708,905

福祉局 介護保険課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用サーバ機器等長期借入に係る所要経費の支出について（９月分）
2,819,232

福祉局 介護保険課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（９月分）の支出について
661,751

福祉局 介護保険課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用ＯＣＲスキャナー機器等長期借入に係る所要経費の支出について（９月分）
268,293

福祉局 介護保険課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用端末機器等長期借入に係る所要経費の支出について（９月分）
283,068
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福祉局 介護保険課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用サーバ機器等長期借入に係る所要経費の支出について（９月分）
321,300

福祉局 介護保険課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 介護福祉事業者台帳システム保守業務委託実施及び所要経費の支出について（平成26年９月分）
27,436

福祉局 介護保険課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター業務委託　長期継続に係る所要経費の支出について（９月分）
4,059,612

福祉局 介護保険課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託にかかる所要経費の支出について（平成26年8月分）
247,455

福祉局 介護保険課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託用端末機器等　長期借入に係る支出について（平成２６年９月分）
2,401

福祉局 介護保険課 平成26年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 第52回地域密着型サービス運営委員会報酬にかかる所要経費の支出について
78,570

福祉局 介護保険課 平成26年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報償費　報償金 平成26年度大阪市介護保険事業者公募に係る選定会議（第1回）の委員報償金に係る所要経費の支出について
49,655

福祉局 介護保険課 平成26年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 第52回地域密着型サービス運営委員会報酬にかかる所要経費の支出について
3,800

福祉局 介護保険課 平成26年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費（９月分）の支出について
12,038

福祉局 介護保険課 平成26年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託にかかる所要経費の支出について（平成26年8月分）
1,656,045

福祉局 介護保険課 平成26年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護福祉事業者台帳システム保守業務委託実施及び所要経費の支出について（平成26年９月分）
53,564

福祉局 介護保険課 平成26年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託用端末機器等　長期借入に係る支出について（平成２６年９月分）
16,067

福祉局 介護保険課 平成26年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償の支出について（９月分）
32,584,240

福祉局 介護保険課 平成26年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償の支出について（９月分）
268,380

福祉局 介護保険課 平成26年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（９月分）
73,440

福祉局 介護保険課 平成26年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター業務委託　長期継続に係る所要経費の支出について（９月分）
23,370,197

福祉局 介護保険課 平成26年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２６年度要介護認定調査の手話通訳者派遣事業にかかる委託料の支出について（９月分）
27,216

福祉局 介護保険課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センターガス空調等使用料にかかる経費の支出について(10月分)
47,125

福祉局 介護保険課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター及び東成区老人福祉センター清掃業務　長期継続に係る所要経費の支出について（9月分）
34,679

福祉局 介護保険課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センターガス空調等使用料にかかる経費の支出について(10月分)
9,225

福祉局 介護保険課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（9月分）
34,842

福祉局 介護保険課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター及び東成区老人福祉センター清掃業務　長期継続に係る所要経費の支出について（9月分）
4,720

福祉局 介護保険課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成26年度介護保険料決定通知書・納付書作成等業務委託経費の支出について（９月分）
78,057

福祉局 介護保険課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センターガス空調等使用料にかかる経費の支出について(10月分)
51,071

福祉局 介護保険課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター電気料金に係る経費の支出について（9月分）
145,091

福祉局 介護保険課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（9月分）
192,886

福祉局 介護保険課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター事務用料金後納郵便に係る経費の支出について（9月分）
8,544,139

福祉局 介護保険課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２６年度介護保険要介護認定調査業務委託料の支出について（９月分）
87,704,217

福祉局 介護保険課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター及び東成区老人福祉センター清掃業務　長期継続に係る所要経費の支出について（9月分）
26,157

福祉局 介護保険課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(9月分⑤)
89,586

福祉局 介護保険課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、１０月分還付金の支出について（口座、歳出）
1,754,900

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第2特養運営用　介護保険関係法令実務便覧追録買入経費の支出について
4,424

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　手数料 大阪市立弘済院　医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（８月分）
221,757

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 大阪市立弘済院　医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（８月分）
176,669

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　８月分の支出について
24,506

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　８月分の支出について
4,207

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　８月分の支出について
19,556

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　インクローラー　買入にかかる経費の支出について
10,303

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（ジャヌビア錠２５ｍｇ　外３点）購入経費の支出について
83,165

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院管理運営用　平成２６年度看護師研修　感染看護２「組織で取り組む感染管理（応用編）②」参加にかかる旅費の支出について
1,720

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（カデュエット配合錠２番　外１点）購入経費の支出について
36,957

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（ロトリガ粒状カプセル２ｇ）購入経費の支出について
28,129

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（メマリーＯＤ錠２０ｍｇ【バラ】１００錠）購入経費の支出について
165,110

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（メマリーＯＤ錠５ｍｇ５６錠）購入経費の支出について
325,134

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（メマリーＯＤ錠２０ｍｇ５６錠）購入経費の支出について
808,542

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　ハチ用殺虫剤ほか２２点買入及び経費の支出について
15,682

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　トナーカートリッジほか２４点買入及び経費の支出について
17,634

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　トナーカートリッジほか２４点買入及び経費の支出について
3,715
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福祉局 弘済院管理課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　ハチ用殺虫剤ほか２２点買入及び経費の支出について
67,165

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院管理運営用　平成２６年度看護師研修　成人看護１「褥瘡ケア②」参加にかかる旅費の支出について
720

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院管理運営用　第４２回日本放射線技術学会秋季学術大会参加にかかる旅費の支出について
57,010

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　トナーカートリッジほか２４点買入及び経費の支出について
99,565

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　ハチ用殺虫剤ほか２２点買入及び経費の支出について
12,085

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　平成２６年度日臨技・都道府県技師会主催「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会」参加にかかる経費の支出について
10,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院用　ペーパータオル買入および同所要経費の支出について
26,701

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院一般廃棄物収集運搬業務委託の経費の支出について（８月分）
144,720

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　設備監視装置保守点検業務委託にかかる委託料の支出について（７月～９月分　第２四半期分）
162,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式　長期借入費にかかる支出について（平成２６年９月分）
66,426

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 管理運営用　玄関マット外１点借入経費の支出について（９月分）
3,375

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 管理運営用　平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン長期借入費の支出について（平成２６年９月分）
50,304

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
27,278

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　被服費 附属病院運営用　看護衣上衣外１点購入費の支出について
26,028

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　手数料 管理運営用　公用車定期整備にかかる法定費用（自動車重量税及び自動車検査登録印紙代並びに自動車損害賠償責任保険料）の支出について
1,100

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　損害保険料 管理運営用　公用車定期整備にかかる法定費用（自動車重量税及び自動車検査登録印紙代並びに自動車損害賠償責任保険料）の支出について
27,840

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 公課費　公課費 管理運営用　公用車定期整備にかかる法定費用（自動車重量税及び自動車検査登録印紙代並びに自動車損害賠償責任保険料）の支出について
54,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
5,595

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
22,560

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　昇降機保守点検業務委託にかかる委託料の支出について（７月～９月　第２四半期分）
152,280

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
5,400

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
699

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　昇降機保守点検業務委託にかかる委託料の支出について（７月～９月　第２四半期分）
187,920

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
9,571

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　昇降機保守点検業務委託にかかる委託料の支出について（７月～９月　第２四半期分）
278,964

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　大阪市立弘済院中央監視及び電気・機械設備・建築物等維持管理業務委託経費の支出について（９月分）
1,161,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（平成２６年９月分）
33,075

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（平成２６年９月分）
130,950

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　平成２６年度看護師研修　キャリアアップ２「与薬と医療事故」参加にかかる経費の支出について
1,653

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（平成２６年９月分）
663,975

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　絶縁被覆付閉端接続子ほか５点の買入及び経費の支出について
27,108

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　絶縁被覆付閉端接続子ほか５点の買入及び経費の支出について
8,100

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　給食業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（９月分）
2,742,395

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院管理運営用　非常勤（パート）医師等報償金の支出について（９月分）
1,508,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　研究補助者報償金９月分の支出について
12,080

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　給食業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（９月分）
3,457,183

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院附属病院微生物検査業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（９月分）
41,094

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　医療廃棄物処理業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（９月分）
29,311

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　医事業務委託（長期継続契約）にかかる委託料の支出について（９月分）
1,879,200

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 弘済院整備費 委託料　委託料 大阪市立弘済院内地質調査にかかる経費の支出について
864,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院管理運営用　平成２６年度看護師研修　医療安全１「危険予知トレーニング②」参加にかかる旅費の支出について
760

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院一般廃棄物収集運搬業務委託の経費の支出について（９月分）
144,720

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　害虫等防除業務委託経費の支出について（７月・８月・９月分）
75,600

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 弘済院事業用　不燃性廃棄物処理業務（単価契約）委託料の支出について　９月分
28,080

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　糞便検査業務委託（概算契約）の経費の支出について（９月分）
11,837

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　糞便検査業務委託（概算契約）の経費の支出について（９月分）
1,468

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院管理運営用　第１６回日本骨粗鬆症学会参加にかかる旅費の支出について
55,330

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　損害保険料 弘済院管理運営用　公用車の自動車損害共済保険料の支出について
11,425
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福祉局 弘済院管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　通信設備保守点検業務委託の経費の支出について（４月～９月分　上半期分）
1,101,600

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 麻薬取扱者免許継続申請手数料の支出について
11,700

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　殺虫剤ほか１０点の買入及び経費の支出について
1,928

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　殺虫剤ほか１０点の買入及び経費の支出について
12,706

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院管理運営用　平成２６年度日臨技・都道府県技師会主催「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会」参加にかかる旅費の支出について
840

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　殺虫剤ほか１０点の買入及び経費の支出について
12,197

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療用酸素ガス７０００Ｌ　外２点（概算契約）購入にかかる経費の支出について（９月分）
156,556

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　ＣＴ装置保守委託契約にかかる委託料の支出について（第２四半期分）
729,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　エアネットシステム保守点検委託契約にかかる委託料の支出について（４～９月分）
139,320

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　臨床検査業務委託契約（概算契約）にかかる委託料の支出について（９月分）
264,891

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　「わかりやすい労働基準法の手引」追録買入経費の支出について
4,432

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 第２特養運営用　処遇等管理支援システム導入に伴う機器借入の支出について（長期継続契約）
58,924

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）９月分経費の支出について
24,948

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）９月分経費の支出について
25,380

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）９月分経費の支出について
6,588

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アジルバ錠２０ｍｇＰＴＰ）（単価契約）９月分経費の支出について
189,302

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）９月分経費の支出について
6,512

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）９月分経費の支出について
247,044

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（テリボン皮下注用５６．５μｇ１瓶）（単価契約）９月分経費の支出について
117,252

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（レミニールＯＤ錠１２ｍｇヒート）（単価契約）９月分経費の支出について
361,152

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）９月分経費の支出について
168,666

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（オパルモン錠５μｇＰＴＰ）（単価契約）９月分経費の支出について
151,945

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（イクセロンパッチ１８ｍｇ）（単価契約）９月分経費の支出について
353,808

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠１０ｍｇヒート）（単価契約）９月分経費の支出について
244,393

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（ツムラ抑肝散エキス顆粒２．５ｇ）（単価契約）９月分経費の支出について
218,592

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）９月分経費の支出について
141,793

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）９月分経費の支出について
102,546

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）９月分経費の支出について
12,798

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠５ｍｇバラ）（単価契約）９月分経費の支出について
291,114

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）９月分経費の支出について
46,008

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）９月分経費の支出について
157,888

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）９月分経費の支出について
78,764

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）９月分経費の支出について
4,050

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）９月分経費の支出について
19,785

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　ＰＨＳ電話料金の支出について（９月分）
10,303

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　蛍光灯ほか３点の買入及び経費の支出について
35,326

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　９月分の支出について
12,012

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　新聞購読料（７～９月分）の支出について
68,943

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用「地方財務実務提要」追録購入経費の支出について
4,526

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について　９月分
4,220

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　９月分の支出について
4,242

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について　９月分
2,436

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　９月分の支出について
12,943

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について　９月分
12,918

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　トナーカートリッジほか２０点買入及び経費の支出について
20,354

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　船車修繕料 管理運営用　公用車定期整備（部品交換）にかかる経費の支出について
75,740

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　船車修繕料 管理運営用　公用車定期整備（車検基本料金・代行手数料）にかかる経費の支出について
30,132

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 管理運営用　電話料金の支払いについて　９月分
26,150
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福祉局 弘済院管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　手数料 管理運営用　公用車定期整備（車検基本料金・代行手数料）にかかる経費の支出について
16,200

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　トナーカートリッジほか２０点買入及び経費の支出について
3,521

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつ高吸収パッド買入（単価契約）の支出について　９月分
62,808

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつはくタイプ買入（単価契約）の支出について　９月分
61,018

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつテープ止めタイプ買入（単価契約）の支出について　９月分
30,044

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　被服費 第２特養運営用及び附属病院運営用　看護靴外２点購入費の支出について
23,652

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　手数料 大阪市立弘済院　医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（９月分）
208,920

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）９月分経費の支出について
5,033

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　トナーカートリッジほか２０点買入及び経費の支出について
63,173

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）９月分経費の支出について
71,820

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）９月分経費の支出について
398,617

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）９月分経費の支出について
749,790

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　被服費 附属病院運営用　男子診察衣外１４点購入費の支出について
250,905

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　被服費 第２特養運営用及び附属病院運営用　看護靴外２点購入費の支出について
298,587

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 大阪市立弘済院　医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（９月分）
195,077

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 旅費　普通旅費 管理運営用　市内出張交通費等の支出について　９月分
24,820

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 第２特養運営用　電気錠点検保守業務委託にかかる所要経費の支出について　上半期分
132,300

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具(大阪市立弘済院)借入（単価契約）の経費の支出について　９月分
1,415

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具(大阪市立弘済院)借入（単価契約）の経費の支出について　９月分
82,642

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 第２特養運営用　おむつ借入（単価契約）経費の支出について　９月分
110,700

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 おしぼりタオル外３点借入（単価契約）経費の支出について　９月分
34,106

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院管理運営用　平成２６年度看護師研修　キャリアアップ「与薬と医療事故」参加にかかる旅費の支出について
860

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）９月分経費の支出について
1,129,094

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）９月分経費の支出について
796,068

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）９月分経費の支出について
1,090,899

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（レミニールＯＤ錠８ｍｇＰＴＰ）（単価契約）９月分経費の支出について
575,372

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）９月分経費の支出について
2,191,782

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠５ｍｇヒート）（単価契約）９月分経費の支出について
1,222,970

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）９月分経費の支出について
1,473,354

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　ＭＲＩ装置保守委託契約にかかる委託料の支出について（４～９月分）
6,544,800

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　自動分析装置保守委託契約にかかる委託料の支出について（４月～９月分）
318,600

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具(大阪市立弘済院)借入（単価契約）の経費の支出について　９月分
117,592

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 おしぼりタオル外３点借入（単価契約）経費の支出について　９月分
59,168

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 附属病院医療用　酸素濃縮装置賃貸借にかかる経費の支出について（９月分）
47,682

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費９月分の支出について（ＳＵＮＹ７０１７）
14,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費９月分の支出について（Ｔ－８１７ＭＡ　介護者分）
35,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費９月分の支出について（Ｔ－８１７ＭＡ　被験者分）
35,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費９月分の支出について（ＭＴ－４６６６　介護者分）
14,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費９月分の支出について（ＭＴ－４６６６　被験者分）
14,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院臨床治験用　第８回レビー小体型認知症研究会への参加旅費の支出について
28,240

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院管理運営用　管外出張旅費（９月分）の支出について
17,140

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　医局・看護部用コピー代金の支出について（９月分）
4,290

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　トナーカートリッジ２点　買入にかかる経費の支出について
64,800

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　ＣＴ室及びレントゲン操作室空調機（ガスヒーポンエアコン）部品　買入にかかる経費の支出について
26,330

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　印刷製本費 附属病院運営用　院内医薬品集の印刷にかかる経費の支出について
37,800

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（ジャヌビア錠２５ｍｇ　外５点）購入経費の支出について
150,123

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（ワゴスチグミン散０．５％）購入経費の支出について
1,593

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　レセプトオンライン請求にかかる回線使用料の支出について（９月分）
5,778
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福祉局 弘済院管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　レセプトオンライン請求にかかる回線使用料の支出について（９月分）
1,296

福祉局 弘済院管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 附属病院運営用　計量器検査にかかる経費の支出について
43,092

福祉局 診療所 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 診療所業務用眼科診察室用ランドルト環　の購入経費の支出について
15,768

福祉局 診療所 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 診療所業務用平成２６年度白衣等洗濯請負契約（概算契約）にかかる所要経費の支出について（９月分）
17,506

福祉局 診療所 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成２６年度外注検査業務委託契約（療育相談・発達相談診査事業（診断・判定分））にかかる支出について（９月分）
6,717

福祉局 管理課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度「補装具・福祉機器普及事業」の実施及び同経費の支出について（第3四半期分）
5,738,647

福祉局 管理課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度「身体障がい者通所言語訓練事業」の実施にかかる同経費の支出について（第3四半期分）
2,120,696

福祉局 管理課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度「身体障がい者通所肢体訓練事業」の実施にかかる同経費の支出について（第3四半期分）
6,581,851

福祉局 管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用コピー代金の支出について（１階平成26年8月分）
28,713

福祉局 管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年8月分）
6,267

福祉局 管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター清掃業務委託経費の支出について（8月分）
408,240

福祉局 管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年8月分）
522

福祉局 管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年8月分）
209

福祉局 管理課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用コピー代金の支出について（３階平成26年8月分）
25,598

福祉局 管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度心身障がい者リハビリテーションセンター等空気調和設備保守点検業務委託にかかる支出について（8月分）
197,717

福祉局 管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 平成26年度心身障がい者リハビリテーションセンター等空気調和設備保守点検業務委託にかかる支出について（8月分）
15,799

福祉局 管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用衛生用品の買入について
12,277

福祉局 管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成26年8月分）
3,600

福祉局 管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　燃料費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成26年8月分）
37,000

福祉局 管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成26年8月分）
1,830

福祉局 管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度心身障がい者リハビリテーションセンター等空調自動制御保守点検業務委託にかかる支出について（前期分）
607,769

福祉局 管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成26年度心身障がい者リハビリテーションセンター等空調自動制御保守点検業務委託にかかる支出について（前期分）
3,185

福祉局 管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 平成26年度心身障がい者リハビリテーションセンター等空調自動制御保守点検業務委託にかかる支出について（前期分）
48,386

福祉局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度心身障がい者リハビリテーションセンター等空気調和設備保守点検業務委託にかかる所要経費の支出について（9月分）
125,710

福祉局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度心身がい害者リハビリテーションセンター一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる支出について（9月分）
14,305

福祉局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター清掃業務委託経費の支出について（９月分）
408,240

福祉局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 心身障害者リハビリテーションセンター管理運営用自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の借入について
7,980

福祉局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用ＥＴＣ利用通行料金の支出について（平成２６年８月分）
15,480

福祉局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 平成26年度心身障がい者リハビリテーションセンター等空気調和設備保守点検業務委託にかかる所要経費の支出について（9月分）
10,046

福祉局 管理課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 企画情報事業用『厚生福祉』（年間購読）購入経費の支出について（第2四半期）
13,284

福祉局 管理課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成26年9月分）
29,974

福祉局 管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用高圧カットアウト外2点買入について
69,120

福祉局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成26年8月分）
35,188

福祉局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成26年7月分）
49,775

福祉局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用コピー代金の支出について（１階平成26年9月分）
40,083

福祉局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 心身障害者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（9月分）
12,342

福祉局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 心身障害者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（9月分）
12,099

福祉局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 心身障害者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（9月分）
1,911

福祉局 相談課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会専門分科会審査部会開催にかかる所要経費の支出について　　　　（平成26年8月）
304,095

福祉局 相談課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会専門分科会審査部会開催にかかる所要経費の支出について　　　　（平成26年9月）
48,015

福祉局 相談課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会専門分科会審査部会開催にかかる所要経費の支出について　　　　（平成26年8月）
7,340

福祉局 相談課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会専門分科会審査部会開催にかかる所要経費の支出について　　　　（平成26年9月）
1,480

福祉局 相談課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度　大阪市発達障がい児専門療育機関業務委託に係る所要経費の支出について（第3四半期分）平成２６年７月契約オフィスぼん北堀江分
3,150,000

福祉局 相談課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度　発達障がい児専門療育機関業務委託に係る所要経費の支出について（第3四半期分）北摂杉の子会・スポ協・オフィスｂｏｎ（谷町）分
9,110,000

福祉局 相談課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　会費 更生相談判定事業用　近畿ブロック身体障害者更生相談所長協議会会費の支出について
4,000

福祉局 相談課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 知的障がい者相談・判定事業用　管外訪問相談判定にかかる出張命令及び経費の支出について
1,620

福祉局 相談課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 知的障がい者相談・判定事業用　管外訪問相談判定にかかる出張命令及び経費の支出について
4,540

福祉局 相談課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 知的障がい者相談・判定事業用　管外訪問相談判定にかかる出張命令及び経費の支出について
3,900
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福祉局 相談課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 知的障がい者相談・判定事業用　管外訪問相談判定にかかる出張命令及び経費の支出について
1,620

福祉局 相談課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　特別旅費 更生相談判定事業用　平成２６年度リハビリテーション心理職研修会参加にかかる出張命令及び経費の支出について
35,560

福祉局 相談課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 更生相談判定事業用　平成２６年度リハビリテーション心理職研修会参加にかかる経費の支出について
1,300

建設局 管理部管理課 平成26年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路管理事務用市内出張等交通費（平成２６年８月分）の支出について
6,990

建設局 管理部管理課 平成26年10月07日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（８月分）十三駐車場等
2,531,764

建設局 管理部管理課 平成26年10月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号４６９，４７０，４７２，４７４，４７５，４７６，４７７，４７８，４７９，４８０）
55,573

建設局 管理部管理課 平成26年10月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号４６２）
8,621

建設局 管理部管理課 平成26年10月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号４８１、４８３，４８４，４８５、４８６，４８８、４８９、４９１、４９５、４９６）
31,773

建設局 管理部管理課 平成26年10月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号６３５）
46,789

建設局 管理部管理課 平成26年10月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号４２２）
265,945

建設局 管理部管理課 平成26年10月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号５１５、５１７、５１８、５１９、５２０、５２１、５２２、５２３、５２５、５２６）
36,801

建設局 管理部管理課 平成26年10月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号４５２，４５５，４５６，４５７，４５９，４６０，４６４，４６５，４６７）
41,550

建設局 管理部管理課 平成26年10月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号６１６、６１７、６１８、６２０、６２１、６２３、６２４、６２７、６３０、６３１）
42,002

建設局 管理部管理課 平成26年10月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号４９７，４９９、５００、５０１、５０３、５０４，５１０、５１１，５１２，５１４）
41,354

建設局 管理部管理課 平成26年10月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号６５３、６５４、６５５、６５７，６５８、６６５その１、６６５その２、６６７、６６９、６７１）
37,023

建設局 管理部管理課 平成26年10月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号５３１、５３３、５３６、５４１、５４２、５４５、５４６、５４８、５４９、５５１）
43,823

建設局 管理部管理課 平成26年10月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号５５９）
131,317

建設局 管理部管理課 平成26年10月10日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号６３２、６３３、６３４、６４０、６４３、６４４、６４５、６４８、６５１，６５２）
40,254

建設局 管理部管理課 平成26年10月14日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号７５１、７５２、７５３、７５８、７５９、７６０、７６１、７６２、７６３、７６５）
39,396

建設局 管理部管理課 平成26年10月14日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号７６６、７６７、７６８、７７０、７７１、７７２、７７４、７７５、７７６、７９１、）
32,164

建設局 管理部管理課 平成26年10月14日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号７１８、７１９、７２２、７２３、７２４、７２５、７２７、７２８、７３０、７３３）
48,821

建設局 管理部管理課 平成26年10月14日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号６８７、６８８、６９３、６９５、６９６，６９７，６９８，７０１、７０２、７０４）
43,842

建設局 管理部管理課 平成26年10月14日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号６７２、６７４、６７６、６７７、６７８、６７９、６８０、６８１、６８５、６８６）
50,823

建設局 管理部管理課 平成26年10月14日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号８２７、８３０、８３１、８３６、８４０、８４１、８４２その１、８４２その２、８５５，８５７）
47,278

建設局 管理部管理課 平成26年10月14日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号７３４、７３６、７３７、７４０、７４１、７４２，７４４，７４５，７４９，７５０）
33,058

建設局 管理部管理課 平成26年10月14日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号７０５、７０６、７０７、７０９、７１０、７１１、７１２、７１３、７１６、７１７）
50,680

建設局 管理部管理課 平成26年10月14日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号５７２，５７４、５７５、５７６、５７７、５８０、５８１、５８２、５８３、５９９）
23,460

建設局 管理部管理課 平成26年10月14日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号６０２，６０３、６０６、６０７、６０８、６０９、６１１、６１３、６１４、６１５）
73,358

建設局 管理部管理課 平成26年10月15日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（８月分）桜橋駐車場
883,510

建設局 管理部管理課 平成26年10月15日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（８月分）長堀駐車場等
14,825,445

建設局 管理部管理課 平成26年10月15日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号８５８、８７４、８７５、８７９、８８０、８８１、８８２、８８４、８８５、８８６）
34,661

建設局 管理部管理課 平成26年10月15日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号５５３、５５５、５５７、５６５、５６６、９９５、５６８、５６９、５７１、１３２６）
43,581

建設局 管理部管理課 平成26年10月15日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号９０８、９０９、９１０、９３１、９３０、９２９、９２５、９２４、９２３、９２１）
46,212

建設局 管理部管理課 平成26年10月15日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号８８７、８８９、８９０、８９７、８９９、９００、９０１、９０２、９０４、９０７）
45,928

建設局 管理部管理課 平成26年10月15日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号９８９、１４２５、９９１、９９３、９９６、９９７その１、９９７その２、９９８、１０００、１００１）
99,055

建設局 管理部管理課 平成26年10月15日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号６２６）
7,364

建設局 管理部管理課 平成26年10月15日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号９７７、９７８、９８０、９８１、９８２、９８３、９８４、９８５、９８６、９８７）
30,126

建設局 管理部管理課 平成26年10月15日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号９３９、９４０、９４６、９４８、９５５、９５６、９５７、９５８、９５９、９６１）
58,447

建設局 管理部管理課 平成26年10月15日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号６３６）
89,760

建設局 管理部管理課 平成26年10月16日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１０５４、１０５５、１０８７、１１２１、１１２２、１１２３、１１２５、１１２８、１１２９、１１３０）
124,508

建設局 管理部管理課 平成26年10月16日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号７９２、７９３、７９６、７９７、７９８、８０２、８０４、８０５、８０６、８２６）
79,259

建設局 管理部管理課 平成26年10月16日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号９６３、９６４、９６９、９７０、９７１、９７２、９７３、９７４、９７５、９７６）
50,371

建設局 管理部管理課 平成26年10月16日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１００２、１００４、１００５、１００６、１００８、１００９、１０１０、１０１２、１０１３、１０１４）
37,132

建設局 管理部管理課 平成26年10月17日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１０３６、１０３４、１０３３、１０３２、１０３１、１０３８、１０３９、１０４１、１０４６、１０４７）
38,221

建設局 管理部管理課 平成26年10月17日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１０１７、１０１８、１０２０、１０２２、１０２６、１０２７、１０２８、１０２９、１０３０、１０３７）
83,005

建設局 管理部管理課 平成26年10月17日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１０６４、１０６５、１０６６、１０６７、１０６９、１０７１、１０７４、１０７５、１０７６、１０７７）
62,232

建設局 管理部管理課 平成26年10月17日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１０４８、１０４９、１０５０、１０５１、１０５２、１０５６、１０５７、１０５８、１０６０、１０６１）
47,937

建設局 管理部管理課 平成26年10月20日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号９４７）
12,976
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建設局 管理部管理課 平成26年10月20日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１０４５）
90,820

建設局 管理部管理課 平成26年10月20日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号７４６）
85,595

建設局 管理部管理課 平成26年10月20日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１０７８、１０７９、１０８１、１０８３、１０８９、１０９０、１０９２、１０９４、１０９５、１０９８）
65,047

建設局 管理部管理課 平成26年10月20日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号９９９）
71,762

建設局 管理部管理課 平成26年10月21日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１１３４，１１３５，１１３６，１１３７，１１３８，１１３９，１１４０，１１４２，１１４４，１１６１）
37,887

建設局 管理部管理課 平成26年10月21日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１１９９）
1,040

建設局 管理部管理課 平成26年10月21日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１１９６
1,197

建設局 管理部管理課 平成26年10月21日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１１７４，１１７５，１１７６，１１７７，１１７８，１１７９，１１８０，１１８１，１１８２，１１８３）
73,569

建設局 管理部管理課 平成26年10月21日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１１４６，１１４７，１１４８、１１４９、１１５０，１１５１，１１５２，１１５５，１１５６，１１５７）
90,618

建設局 管理部管理課 平成26年10月21日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１１５８、１１５９，１１６２，１１６４，１１６５，１１６７，１１６８，１１７１，１１７２，１１７３）
85,649

建設局 管理部管理課 平成26年10月21日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１１８４，１１８５，１１８６、１１８７，１１８９，１１９０，１１９１，１１９２，１１９３，１１９５）
42,602

建設局 管理部管理課 平成26年10月21日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１１０１、１１０３、１１０５、１１０６、１１０８、１１１０、１１１１、１１１３、１１１４、１１１５）
64,064

建設局 管理部管理課 平成26年10月22日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１３３９，１３４０，１３４２，１３４４，１３４５，１３４８，１３４９，１３５０，１３５１，１３５２）
32,222

建設局 管理部管理課 平成26年10月22日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１２４５）
2,545

建設局 管理部管理課 平成26年10月22日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１２６７，１２６８，１２６９，１２７５，１２７４，１２７３，１２７２，１２７１，１２７０，１２７８）
84,079

建設局 管理部管理課 平成26年10月22日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１２７９、１２８１、１２８２、１２８４、１２８７、１２８９，１２９０，１２９１，１２９２，１２９３）
40,452

建設局 管理部管理課 平成26年10月22日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１３４６）
6,283

建設局 管理部管理課 平成26年10月22日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１２９５，１２９６，１２９７，１３００，１３０１，１３０２，１３０３，１３０４，１３０５，１３０８）
61,462

建設局 管理部管理課 平成26年10月22日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１３５３、１３５５，１３５６，１３５７，１３５９，１３６１）
36,835

建設局 管理部管理課 平成26年10月22日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１３４３）
4,662

建設局 管理部管理課 平成26年10月22日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１３０９，１３１０，１３１１，１３１２，１３１３，１３１５，１３１７，１３１８，１３１９，１３２０）
86,194

建設局 管理部管理課 平成26年10月22日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１２０８，１２０９，１２１０，１２１１，１２１５，１２１６，１２１７，１２１８，１２２０，１２２１）
31,121

建設局 管理部管理課 平成26年10月22日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１３６０）
500

建設局 管理部管理課 平成26年10月22日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１３４７）
7,099

建設局 管理部管理課 平成26年10月22日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１２３８，１２３９，１２４０，１２４１，１２４２，１２４３，１２４４，１２４６，１２４７，１２４９）
37,459

建設局 管理部管理課 平成26年10月22日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１３２１．１３２４，１３２７，１３２８，１３２９，１３３０，１３３３，１３３５，１３３６，１３３７）
51,888

建設局 管理部管理課 平成26年10月22日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１２５０，１２５１，１２５４，１２５５，１２５６，１２５９，１２６０，１２６１，１２６５，１２６６）
32,469

建設局 管理部管理課 平成26年10月22日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１２２２，１２２３，１２２５，１２２７，１２２９，１２３１，１２３２，１２３３、１２３４，１２３５の2）
89,922

建設局 管理部管理課 平成26年10月24日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 菅原城北大橋有料道路回数券払い戻し業務に係る郵便料金の支払いについて（９月分）
33,552

建設局 管理部管理課 平成26年10月27日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用の支出について（９月分）プロバイダ料
1,922

建設局 管理部管理課 平成26年10月27日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　分担金 長堀通地下駐車場施設維持管理業務に係る経費の支出について（第３四半期分）
4,750,000

建設局 管理部管理課 平成26年10月28日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１３５８，１４４４、１４４７，１４４８，１４４９，１４５０，１４５１，１４５３，１４６０，１４６３）
41,481

建設局 管理部管理課 平成26年10月28日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１４１６、１４１７、１４１８、１４２４、１４２２、１４２６、１４２８、１４２９、１４３１、１４３２）
42,961

建設局 管理部管理課 平成26年10月28日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１４６６，１４６７，１４６８，１４６９，１４７０，１４７１，１４７３，１４７４，１４７５１４７６）
62,284

建設局 管理部管理課 平成26年10月28日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１３７５、１３７６、１３７８、１３８０、１３８２、１３８３、１３８４、１３８５、１３８６、１３８７）
51,815

建設局 管理部管理課 平成26年10月28日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１３８８、１３８９、１３９０、１３９１、１３９２、１３９３、１３９４、１３９５、１３９６、１４００）
43,034

建設局 管理部管理課 平成26年10月28日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１４０１、１４０３、１４０４、１４０５、１４０８、１４１０、１４１１、１４１３、１４１４、１４１５）
37,324

建設局 管理部管理課 平成26年10月28日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１３６２，１３６３，１３６４，１３６７，１３６９，１３７０，１３７１，１３７２，１３７３，１３７４）
80,142

建設局 管理部管理課 平成26年10月29日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１４８６，１４８７、１４９０、１４９１、１４９２、１４９３、１４９４、１４９６、１４９７、１４９８)
36,252

建設局 管理部管理課 平成26年10月29日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１４２７）
3,840

建設局 管理部管理課 平成26年10月29日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１４９９、１５００、１５０２、１５０３、１５０４、１５０６、１５０７、１５１０、１５１１、１５１２)
42,503

建設局 管理部管理課 平成26年10月29日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１４６１）
36,235

建設局 管理部管理課 平成26年10月29日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１４５４，１４５８，１４７８，１４７９，１４８１，１４８２，１４８３，１４８４，１４８５）
49,964

建設局 管理部管理課 平成26年10月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（９月分）大阪駅前第１ビル地下駐車場等
467,636

建設局 管理部管理課 平成26年10月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（９月分）ＯＣＡＴ駐車場
54,320

建設局 管理部管理課 平成26年10月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（９月分）長居公園地下駐車場
157,591

建設局 管理部管理課 平成26年10月30日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１４３３、１４３４、１４３５、１４３６、１４３７、１４３８、１４４０、１４４１、１４４３）
42,416

建設局 管理部管理課 平成26年10月30日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１４５２）
121,976
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建設局 管理部管理課 平成26年10月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用の支出について（９月分）大阪国道事務所分
7,776

建設局 管理部管理課 平成26年10月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用(ＩＰ電話)の支出について（７月・８月・９月分）
1,240

建設局 管理部管理課 平成26年10月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用の支出について（９月分）ＡＴＣ分
8,640

建設局 管理部管理課 平成26年10月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（９月分）ＡＴＣ駐車場
20,547

建設局 管理部管理課 平成26年10月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（９月分）十三駐車場等
2,323,223

建設局 管理部管理課 平成26年10月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（９月分）船場パーキング
430,954

建設局 管理部管理課 平成26年10月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（９月分）中央区役所駐車場等
122,549

建設局 管理部管理課 平成26年10月31日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１５１４、１５１７、１５１８、１５１９、１５２０、１５２１、１５２２、１５２３、１５２４、１５２７)
28,156

建設局 測量明示課 平成26年10月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 電子測量手帳２修繕経費の支出について
69,854

建設局 測量明示課 平成26年10月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量業務用測量補機（電子平板）長期借入経費の支出について（平成２６年９月分）
42,768

建設局 測量明示課 平成26年10月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量計算用コンピュータシステム一式長期借入経費の支出について（平成２６年９月分）
254,232

建設局 測量明示課 平成26年10月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量業務用平成２２年度契約分測量計算ＣＡＤシステム機器等（建設局）長期借入経費の支出について（平成２６年９月分）
331,192

建設局 測量明示課 平成26年10月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量業務用平成２１年度契約分測量計算ＣＡＤシステム（都市整備局）長期借入経費の支出について（平成２６年７月～９月分）
509,328

建設局 測量明示課 平成26年10月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 市有不動産測量事務用コンピュータシステム一式長期借入経費の支出について（平成２６年９月分）
345,060

建設局 測量明示課 平成26年10月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量計算用コンピュータシステム一式長期借入経費の支出について（平成２６年９月分）
60,873

建設局 測量明示課 平成26年10月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量明示業務用平成２６年度小型普通自動車（建設局）長期借入経費の支出について（平成２６年９月分）
413,100

建設局 測量明示課 平成26年10月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量明示業務用平成２６年度小型普通自動車（建設局）‐２長期借入経費の支出について（平成２６年９月分）
132,840

建設局 測量明示課 平成26年10月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 測量業務車両駐車用ＡＴＣビル内駐車場使用料の支出について（平成２６年１１月分）
259,200

建設局 測量明示課 平成26年10月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 使用料及賃借料　使用料 測量計算用コンピュータシステム一式長期借入経費の支出について（平成２６年９月分）
42,969

建設局 測量明示課 平成26年10月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 測量明示業務用（街路事業）市内出張交通費等の支出について（平成２６年９月分）
1,840

建設局 測量明示課 平成26年10月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 測量明示業務用（道路事業）市内出張交通費等の支出について（平成２６年９月分）
1,110

建設局 路政課 平成26年10月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 補償、補填及賠償金　補償金 北区老朽高架橋高架下の占用解消に係る明渡補償費の支出について（１４）
1,402,100

建設局 路政課 平成26年10月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 補償、補填及賠償金　補償金 北区老朽高架橋高架下の占用解消に係る立退補償費の支出について（１７）
3,345,700

建設局 路政課 平成26年10月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 許可事務用トナーカートリッジ買入
223,020

建設局 路政課 平成26年10月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路管理適正化担当業務等にかかる市内出張旅費（９月分）の支出について
16,768

建設局 路政課 平成26年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 補償、補填及賠償金　補償金 北区老朽高架橋高架下の占用解消に係る立退補償費の支出について（４３）
224,000

建設局 路政課 平成26年10月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 特殊車両通行許可算定支援システム用パソコン回線使用料の支出について（８月分）
8,502

建設局 路政課 平成26年10月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 補償、補填及賠償金　補償金 北区老朽高架橋高架下の占用解消に係る明渡補償費の支出について（２４）
4,358,200

建設局 路政課 平成26年10月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 補償、補填及賠償金　補償金 北区老朽高架橋高架下の占用解消に係る明渡補償費の支出について（３６）
7,190,200

建設局 路政課 平成26年10月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 補償、補填及賠償金　補償金 北区老朽高架橋高架下の占用解消に係る明渡補償費の支出について（３０）
8,656,000

建設局 路政課 平成26年10月24日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 「かたづけ・たい」活動報告はがきに係る郵便料金の支払いについて（９月分）
3,149

建設局 路政課 平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度大阪駅前地下道不正使用防止及び是正巡回警備業務委託の経費に係る第５回中間精算金（８、９月分）の支出について
2,148,120

建設局 路政課 平成26年10月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 平成２６年度　道路占用許可事務用市内出張交通費等の支出について（８月分）
520

建設局 路政課 平成26年10月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 平成２６年度　道路占用許可事務用市内出張交通費等の支出について（９月分）
10,882

建設局 路政課 平成26年10月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 特殊車両通行許可算定支援システム用パソコン長期借入経費支出について（２６年９月分）
6,502

建設局 路政課 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 道路管理システム対応端末機器等（２０１３年度）長期借入経費の支出について（９月分）
235,162

建設局 路政課 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 建設局庁内情報利用パソコン等機器（２００８年度）一式長期借入－３の支出について（９月分）
12,312

建設局 路政課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 第72回大都市屋外広告物協議会にかかる管外出張旅費の支出について
43,520

建設局 路政課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 道路管理システム回線使用料及び利用料（９月分）の支出について②
10,702

建設局 路政課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 道路管理システム回線使用料及び利用料（９月分）の支出について①
28,041

建設局 路政課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 補償、補填及賠償金　補償金 北区老朽高架橋高架下の占用解消に係る明渡補償費の支出について（４１）
3,948,600

建設局 路政課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 補償、補填及賠償金　補償金 北区老朽高架橋高架下の占用解消に係る立退補償費の支出について（２６）
1,073,600

建設局 路政課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 補償、補填及賠償金　補償金 北区老朽高架橋高架下の占用解消に係る立退補償費の支出について（２７）
6,770,400

建設局 自転車対策課 平成26年10月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 自転車保管所管理運営業務委託にかかる委託料の支払いについて（９月分）
27,940,763

建設局 自転車対策課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 自転車対策事務にかかる市内出張交通費（近接地を含む）の支出について（９月）
13,040

建設局 自転車対策課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 防犯登録照会システムオンライン化機器長期借入－２（９月分）にかかる経費の支出について
39,420

建設局 自転車対策課 平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 自転車対策課（施策担当）事務にかかる市内出張等交通費の支出について（９月分）
12,258

建設局 自転車対策課 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 放置自転車対策に係る南巽駅自転車駐車場土地賃借料の支出について（第２四半期）
1,125,960
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建設局 自転車対策課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 防犯登録照会システム用回線使用料の支出について（９月分）
24,591

建設局 自転車対策課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－１１にかかる委託料の支払いについて（９月分）
1,960,200

建設局 自転車対策課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－４にかかる委託料の支払いについて（９月分）
1,989,360

建設局 自転車対策課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－７にかかる委託料の支払いについて（９月分）
966,600

建設局 自転車対策課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－５にかかる委託料の支払いについて（９月分）
1,466,640

建設局 自転車対策課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－８にかかる委託料の支払いについて（９月分）
3,173,040

建設局 自転車対策課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－１０にかかる委託料の支払いについて（９月分）
4,121,280

建設局 自転車対策課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 我孫子自転車保管所機械警備業務委託　長期継続にかかる委託料の支払いについて（７～９月分）
262,440

建設局 自転車対策課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－１にかかる委託料の支払いについて（９月分）
3,760,560

建設局 自転車対策課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－３にかかる委託料の支払いについて（９月分）
1,880,280

建設局 自転車対策課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－６にかかる委託料の支払いについて（９月分）
2,764,800

建設局 自転車対策課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－９にかかる委託料の支払いについて（９月分）
3,013,200

建設局 自転車対策課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－２にかかる委託料の支払いについて（９月分）
1,472,040

建設局 工務課 平成26年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度中浜工営所管内事故防止対策業務委託第４回中間金の支出について
344,520

建設局 工務課 平成26年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成26年度中浜工営所管内事故防止対策業務委託第４回中間金の支出について
170,640

建設局 工務課 平成26年10月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 東部方面管理事務所管内道路附属物点検調査等業務委託の前払金の支出について
7,230,000

建設局 工務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 需用費　消耗品費 消防設備用　消火器（蓄圧式）外２点買入経費の支出について
46,900

建設局 工務課 平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 平成２６年　災害手帳外１点買入経費の支出について
3,990

建設局 工務課 平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 平成２６年　災害手帳外１点買入経費の支出について
1,330

建設局 工務課 平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 平成２６年　災害手帳外１点買入経費の支出について
2,660

建設局 工務課 平成26年10月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度津守工営所管内事故防止対策業務委託第１回中間金の支出について
1,062,720

建設局 工務課 平成26年10月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成26年度津守工営所管内事故防止対策業務委託第１回中間金の支出について
537,840

建設局 工務課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 北部方面管理事務所管内で使用するＬＥＤ道路照明灯一式　長期借入の経費の支出について（平成26年度9月分）
234,106

建設局 工務課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 北部方面管理事務所管内外１で使用するＬＥＤ道路照明灯一式　長期借入の経費の支出について（平成26年度9月分）
116,316

建設局 工務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 屋外スポーツ施設ナイター設備機械監視業務委託の精算金の支出について
2,176,200

建設局 工務課 平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（９月分）の支出について
39,798

建設局 工務課 平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（９月分）の支出について
4,820

建設局 工務課 平成26年10月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支出について（平成26年9月分）
109,593

建設局 工務課 平成26年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支出について（平成26年9月分）
109,593

建設局 工務課 平成26年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 扇町供給管共同溝外２遠方監視装置改修工事の前払金の支出について
10,640,000

建設局 工務課 平成26年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　新規工事費 船場高架橋照明灯設置工事の工事前払金の支出について
5,780,000

建設局 工務課 平成26年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支出について（平成26年9月分）
109,593

建設局 工務課 平成26年10月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 南部方面管理事務所管内道路照明灯設置工事の前払金の支出について
42,010,000

建設局 工務課 平成26年10月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　５号珪砂外１点（道路）買入に係る経費の支出について
141,048

建設局 工務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（９月分）
169,225

建設局 工務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（９月分）
169,225

建設局 工務課 平成26年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 土木電算連絡協議会第46回全国会議にかかる管外出張旅費の支出について
168,440

建設局 工務課 平成26年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（９月分）
507,676

建設局 工務課 平成26年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（９月分）
112,817

建設局 工務課 平成26年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（９月分）
98,735

建設局 工務課 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（９月分）
1,174,435

建設局 工務課 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度　庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局）一式　長期借入の支出について（９月分）
63,065

建設局 工務課 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（９月分）
228,644

建設局 工務課 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 建設局庁内情報ネットワーク機器等一式長期借入の支出について（９月分）
86,233

建設局 工務課 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（９月分）
102,498

建設局 工務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 水防組合費 負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度　淀川左岸、淀川右岸、大和川右岸水防事務組合大阪市負担金（第3回）の支出について
73,907,000

建設局 工務課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス回線使用料（９月分）の支出について
62,982

建設局 工務課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用専用回線料金の支出について（９月分）
140,143
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建設局 工務課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（平成２６年１０月分）の支出について
4,022

建設局 工務課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度市岡工営所管内事故防止対策業務委託第３回中間金の支出について
524,880

建設局 工務課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度南港中継基地用地の返還に関する業務の分担金の支出について（第１回目分）
18,935,000

建設局 工務課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（平成２６年１０月分）の支出について
1,341

建設局 工務課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（平成２６年１０月分）の支出について
2,682

建設局 工務課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成26年度市岡工営所管内事故防止対策業務委託第３回中間金の支出について
244,080

建設局 工務課 平成26年10月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 委託料　委託料 駐車場案内装置（ＶＩＣＳ）点検業務委託にかかる経費の支出について
140,400

建設局 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 大阪市中央卸売市場業務管理棟事務室内等電気使用料の支出について(平成26年8月分(9月請求))
70,419

建設局 総務課 平成26年10月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 安全対策用消火器買入にかかる経費の支出について
8,856

建設局 総務課 平成26年10月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 安全対策用消火器買入にかかる経費の支出について
1,080

建設局 総務課 平成26年10月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　手数料 安全対策用消火器買入にかかる経費の支出について
2,160

建設局 総務課 平成26年10月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　建築関係ＪＩＳ要覧追録第３２４号外３点買入経費の支出について
18,738

建設局 総務課 平成26年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　河川関係法令例規集〔質疑応答編〕追録第２４号外１点買入経費の支出について
8,492

建設局 総務課 平成26年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　行政手続法追録第８２８－８３０号外５点買入経費の支出について
192,652

建設局 総務課 平成26年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　河川関係法令例規集〔質疑応答編〕追録第２４号外１点買入経費の支出について
3,296

建設局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 ATC庁舎事務室等光熱水費の支出について(平成26年9月分(10月請求)）
2,809,999

建設局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 ATC庁舎事務室等光熱水費の支出について(平成26年9月分(10月請求)）
6,292

建設局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ駐車場使用料の支出について(平成26年11月分(10月請求))
151,200

建設局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市中央卸売市場業務管理棟共益費の支出について(平成26年10月分(10月請求))
1,020,512

建設局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ庁舎事務室等賃借料及び共益費の支出について(平成26年11月分(10月請求))
31,761,696

建設局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ATC庁舎自家発電機置場賃料の支出について(平成26年11月分(10月請求))
26,931

建設局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ庁舎洗濯機室賃料及び共益費の支出について(平成26年11月分(10月請求))
71,282

建設局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ATC庁舎自家発電機置場賃料の支出について(平成26年11月分(10月請求))
31,174

建設局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ETC利用高速道路通行料の支出について（８月分）
188,130

建設局 総務課 平成26年10月28日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 平成２６年度建設局内事業所間文書逓送業務委託にかかる委託費中間金の支出について（第２四半期分）
1,001,019

建設局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ機器長期借入にかかる経費の支出について(平成26年9月分(10月請求))
11,988

建設局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ機器長期借入にかかる経費の支出について(平成26年9月分(10月請求))
43,956

建設局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度ファクシミリ装置一式(Ａ)外1点借入にかかる経費の支出について(平成26年9月分(10月請求))
59,107

建設局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 会議出席用等市内等出張交通費（９月分）の支出について
2,004

建設局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞（７月～９月分）　買入経費の支出について
24,222

建設局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞（７月～９月分）　買入経費の支出について
24,222

建設局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞外１点（７月～９月分）買入経費の支出について
51,276

建設局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞（７月～９月分）　買入経費の支出について
24,222

建設局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　大阪日日新聞（７月～９月分）　買入経費の支出について
3,075

建設局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 大阪市中央卸売市場業務管理棟事務室内等電気使用料の支出について(平成26年9月分(10月請求))
70,176

建設局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 大阪市中央卸売市場業務管理棟事務室庁舎電話回線使用料の支出について(平成26年9月分(10月請求))
90,457

建設局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 ATC庁舎事務室等用電話回線使用料の支出について(平成26年9月分(10月請求))
323,067

建設局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪市中央卸売市場本場衛生組合分担金の支出について(平成26年10月分(10月請求))
6,000

建設局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 建設局事務連絡文書等発送用後納郵便料金の支出について（９月分）
273,853

建設局 職員課 平成26年10月06日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 第二種電気工事士免状交付申請の実施ならびに所要経費の支出について（平成26年10月6日実施分）
5,200

建設局 職員課 平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費平成26年8月分の支出について
4,954

建設局 職員課 平成26年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 巻上機特別教育の受講ならびに所要経費の支出について（平成26年10月23日実施分）
864

建設局 職員課 平成26年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 厚生労働省による通達に基づく安全衛生教育の実技講習場所として使用する南港埋立地土地賃借料の支出について
1,519

建設局 職員課 平成26年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 巻上機特別教育の受講ならびに所要経費の支出について（平成26年10月23日実施分）
176,000

建設局 職員課 平成26年10月24日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　印刷製本費 財産差押職員の証外1点　印刷にかかる経費の支出について
26,460

建設局 職員課 平成26年10月24日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 セクハラ相談窓口用携帯電話プリペイドカードの購入経費の支出について(平成26年10月24日購入分）
10,000

建設局 職員課 平成26年10月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 平成26年度国土交通大学校　街路・都市交通研修にかかるテキスト代（印刷物等）の支出について
19,092

建設局 職員課 平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 賃金　賃金 日雇労働者にかかる遺族補償年金の支出について（平成26年8月・9月分）
132,250
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建設局 職員課 平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 平成26年度国土交通大学校　道路環境研修にかかるテキスト代（印刷物等）の支出について
22,217

建設局 職員課 平成26年10月29日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 危険物取扱者試験の受験にかかる所要経費の支出について（平成26年11月29日実施分）
6,880

建設局 職員課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 安全衛生用「安全な刈払機作業のポイント」買入にかかる経費の支出について
141,405

建設局 職員課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 安全衛生用「安全な刈払機作業のポイント」買入にかかる経費の支出について
1,512

建設局 職員課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 平成26年度国土交通大学校　道路交通安全[事故対策コース]研修にかかるテキスト代（印刷物等）の支出について
12,107

建設局 職員課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 平成26年度国土交通大学校　道路交通安全[歩行者・自転車コース]研修にかかるテキスト代（印刷物等）の支出について
6,184

建設局 経理課 平成26年10月01日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（9月分－1）
494

建設局 経理課 平成26年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（9月分－1）
1,468

建設局 経理課 平成26年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　印刷製本費 小口支払基金の繰入金の支出について（9月分－1）
432

建設局 経理課 平成26年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（9月分－1）
260

建設局 経理課 平成26年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金の繰入金の支出について（9月分－1）
35,200

建設局 経理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　燃料費 船舶用燃料費の支出について（軽油　８月分　単価契約）
833,976

建設局 経理課 平成26年10月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２４年度単価契約）８月分
20,334

建設局 経理課 平成26年10月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２４年度単価契約）８月分
195,201

建設局 経理課 平成26年10月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 庁内情報用　ドラム／トナーカートリッジ外1点（7～9月分）買入(単価契約）8月分買入経費の支出について
156,575

建設局 経理課 平成26年10月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 庁内情報用　ドラム／トナーカートリッジ外1点（7～9月分）買入(単価契約）8月分買入経費の支出について
93,489

建設局 経理課 平成26年10月07日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 書類作成用等　ゴム印等単価契約（８月分）にかかる買入経費の支出について
1,879

建設局 経理課 平成26年10月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 書類作成用等　ゴム印等単価契約（８月分）にかかる買入経費の支出について
8,608

建設局 経理課 平成26年10月08日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２３年度単価契約）（８月分）
13,973

建設局 経理課 平成26年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 契約事務用　市内出張交通費の支出について（平成26年8月分）その１
640

建設局 経理課 平成26年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 契約事務用　市内出張交通費の支出について（平成26年8月分）その２
320

建設局 経理課 平成26年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２３年度単価契約）（８月分）
20,501

建設局 経理課 平成26年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（８月分）
24,101

建設局 経理課 平成26年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２３年度単価契約）（８月分）
117,890

建設局 経理課 平成26年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（８月分）
140,038

建設局 経理課 平成26年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（８月分）
5,981

建設局 経理課 平成26年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２３年度単価契約）（８月分）
6

建設局 経理課 平成26年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（８月分）
178,762

建設局 経理課 平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　デジタル複合機（赤黒ツインカラー対応）にかかるコピー代金の支出について　（８月分）
6,826

建設局 経理課 平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(天然ガス)８月分
17,809

建設局 経理課 平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用切手の購入にかかる経費の支出について（１０月分）
20,660

建設局 経理課 平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用切手の購入にかかる経費の支出について（１０月分）
10,054

建設局 経理課 平成26年10月14日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　８月分　単価契約）
422,515

建設局 経理課 平成26年10月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　８月分　単価契約）
157,343

建設局 経理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　８月分　単価契約）
1,773,469

建設局 経理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　８月分　単価契約）
3,034,812

建設局 経理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　８月分　単価契約）
42,644

建設局 経理課 平成26年10月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（9月分－2）
1,922

建設局 経理課 平成26年10月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金の繰入金の支出について（9月分－2）
39,100

建設局 経理課 平成26年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 検査業務用工事検査指示書外1点印刷経費の支出について
56,133

建設局 経理課 平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用地下鉄回数券等の購入に係る経費の支出について（１０月分)
240,000

建設局 経理課 平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用地下鉄回数券等の購入に係る経費の支出について（１０月分)
9,000

建設局 経理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成８月分にかかる経費の支出について
20,230

建設局 経理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成８月分にかかる経費の支出について
23,794

建設局 経理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成８月分にかかる経費の支出について
190,377

建設局 経理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成８月分にかかる経費の支出について
12,437

建設局 経理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成８月分にかかる経費の支出について
99,909

建設局 経理課 平成26年10月27日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成８月分にかかる経費の支出について
1,418
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建設局 経理課 平成26年10月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２４年度単価契約）９月分
19,423

建設局 経理課 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 庁舎管理用ビニール袋買入経費の支出について
31,914

建設局 経理課 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　デジタル複合機（赤黒ツインカラー対応）にかかるコピー代金の支出について　（９月分）
6,842

建設局 経理課 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２４年度単価契約）９月分
246,402

建設局 経理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　燃料費 船舶用燃料費の支出について（軽油　９月分　単価契約）
1,050,192

建設局 経理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２３年度単価契約）（９月分）
11,965

建設局 経理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 契約事務用　市内出張交通費の支出について（平成26年9月分）その２
400

建設局 経理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 研修出席用市内出張交通費の支出について（9月分）
1,116

建設局 経理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 契約事務用　市内出張交通費の支出について（平成26年9月分）その１
320

建設局 経理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２３年度単価契約）（９月分）
19,753

建設局 経理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（９月分）
131,278

建設局 経理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（９月分）
26,734

建設局 経理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２３年度単価契約）（９月分）
100,993

建設局 経理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２３年度単価契約）（９月分）
6

建設局 経理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（９月分）
5,201

建設局 経理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（９月分）
217,152

建設局 企画課 平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 打合せ用等市内出張交通費（近接地を含む）９月分の支出について
5,764

建設局 企画課 平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 打合せ用等市内出張交通費（近接地を含む）９月分（その２）の支出について
2,090

建設局 企画課 平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 打合せ用等市内出張交通費（近接地を含む）９月分の支出について
720

建設局 道路部調整課 平成26年10月01日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道電気料金の支出について（平成２６年　８月分）
1,885,226

建設局 道路部調整課 平成26年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 平成27年度概算要求等に関する意見交換会の出席にかかる管外出張旅費の支出について（調整課・道路課）
58,480

建設局 道路部調整課 平成26年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　普通旅費 平成27年度概算要求等に関する意見交換会の出席にかかる管外出張旅費の支出について（橋梁課）
29,240

建設局 道路部調整課 平成26年10月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 委託料　委託料 新御堂筋線高架橋補修工事に関する協定精算金の支出について
4,329,430

建設局 道路部調整課 平成26年10月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 委託料　委託料 老朽高架橋耐震対策設計その他業務委託－２の委託料前払金の支出について
9,040,000

建設局 道路部調整課 平成26年10月06日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 遠方監視装置回線インターネット接続使用料の支出について（平成２６年　８月分）
2,289

建設局 道路部調整課 平成26年10月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（６月分）
1,063

建設局 道路部調整課 平成26年10月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（７月分）
76,947

建設局 道路部調整課 平成26年10月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（７月分）
24,723

建設局 道路部調整課 平成26年10月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（７月分）
9,242

建設局 道路部調整課 平成26年10月10日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道（冷房設備用）電気料金の支出について（平成２６年９月分）
2,497,348

建設局 道路部調整課 平成26年10月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（８月分）
46,498

建設局 道路部調整課 平成26年10月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 社会資本整備総合交付金等に関する意見交換にかかる管外出張旅費の支出について
57,720

建設局 道路部調整課 平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（８月分）
38,425

建設局 道路部調整課 平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（８月分）
8,701

建設局 道路部調整課 平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 神崎橋補修工事－２の工事費精算金の支出について
37,795,700

建設局 道路部調整課 平成26年10月14日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（平成２６年　９月分）
46,407

建設局 道路部調整課 平成26年10月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 中浜工営所管内交通安全施設維持修繕工事の工事費精算金の支出について
2,682,800

建設局 道路部調整課 平成26年10月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 西部方面管理事務所管内道路維持修繕工事－３の工事費精算金の支出について
70,443,520

建設局 道路部調整課 平成26年10月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 中浜工営所管内交通安全施設維持修繕工事の工事費精算金の支出について
9,601,440

建設局 道路部調整課 平成26年10月14日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 西部方面管理事務所管内道路維持修繕工事－３の工事費精算金の支出について
23,289,400

建設局 道路部調整課 平成26年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 西成区第71号線（堺筋）舗装補修工事の工事費前払金の支出について
9,890,000

建設局 道路部調整課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 都市計画道路見直しに伴う測量業務委託の委託料前払金の支出について
580,000

建設局 道路部調整課 平成26年10月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 都市計画道路長堀東西線（クリスタ長堀公共地下歩道）外２の維持管理に関する協定書（平成２６年度）に伴う概算払いの支出について（平成２６年度第３期分）
27,670,000

建設局 道路部調整課 平成26年10月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 都市計画道路長堀東西線（クリスタ長堀公共地下歩道）外２の維持管理に関する協定書（平成２６年度）に伴う概算払いの支出について（平成２６年度第３期分）
24,040,750

建設局 道路部調整課 平成26年10月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 役務費　通信運搬費 安治川河底トンネル監視室電話代の支出について（平成２６年　９月分）
2,884

建設局 道路部調整課 平成26年10月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 西淀川区第３０６号線道路改良工事の工事費前払金の支出について
2,450,000

建設局 道路部調整課 平成26年10月21日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 負担金、補助及交付金　分担金 西梅田地下通路にかかる分担金の支出について（平成２６年度上半期分・電気料金）
209,542

建設局 道路部調整課 平成26年10月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 負担金、補助及交付金　会費 第93回交通工学講習会にかかる参加費の支出について
9,257
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建設局 道路部調整課 平成26年10月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　特別旅費 平成26年度　道路管理者向け　第1回道路橋点検技術講習会の受講にかかる管外出張旅費の支出について
45,940

建設局 道路部調整課 平成26年10月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 委託料　委託料 十三大橋長寿命化対策設計業務委託の委託料前払金の支出について
5,970,000

建設局 道路部調整課 平成26年10月22日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 湊町駅前東西線東側地下道の電気料金の支出について（平成２６年　９月分）
307,742

建設局 道路部調整課 平成26年10月22日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 第33回　特定都市交通施設整備研究発表会の参加に係る管外出張旅費の支出について
17,460

建設局 道路部調整課 平成26年10月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 住之江工営所管内道路舗装修繕その他工事－２の工事費前払金の支出について
1,310,000

建設局 道路部調整課 平成26年10月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 住之江工営所管内道路舗装修繕その他工事－２の工事費前払金の支出について
26,670,000

建設局 道路部調整課 平成26年10月22日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 住之江工営所管内道路舗装修繕その他工事－２の工事費前払金の支出について
3,520,000

建設局 道路部調整課 平成26年10月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 湊町駅前東西線東側地下道の水道料金の支出について（平成２６年　９月分）
1,620

建設局 道路部調整課 平成26年10月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪環状線及び大阪内環状線等共同溝水道料金の支出について（平成２６年　９月分）
55,080

建設局 道路部調整課 平成26年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 大淀区第１３６号線歩道設置工事の工事費前払金の支出について
5,530,000

建設局 道路部調整課 平成26年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 住之江工営所管内交通安全施設維持修繕工事の工事費精算金の支出について
2,611,120

建設局 道路部調整課 平成26年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 南部方面管理事務所管内道路維持修繕工事－３の工事費精算金の支出について
78,157,600

建設局 道路部調整課 平成26年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 住之江工営所管内交通安全施設維持修繕工事の工事費精算金の支出について
3,742,880

建設局 道路部調整課 平成26年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 委託料　委託料 平成２６年度　橋梁改良補修設計業務委託－３の工事費前払金の支出について
4,791,000

建設局 道路部調整課 平成26年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 南部方面管理事務所管内道路維持修繕工事－３の工事費精算金の支出について
35,655,680

建設局 道路部調整課 平成26年10月23日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 委託料　委託料 平成２６年度　橋梁改良補修設計業務委託－３の工事費前払金の支出について
709,000

建設局 道路部調整課 平成26年10月24日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 街路火災防止用　消火器外２点買入経費の支出について
51,664

建設局 道路部調整課 平成26年10月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 疎開跡地（道路）賃借料の支出について（平成26年度上半期分）（供託分）
80,395

建設局 道路部調整課 平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 東部方面管理事務所管内道路維持修繕工事－３の工事費精算金の支出について
50,875,120

建設局 道路部調整課 平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 東部方面管理事務所管内道路維持修繕工事－３の工事費精算金の支出について
19,200,160

建設局 道路部調整課 平成26年10月27日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 淀川連絡線跡遊歩道等工業用水道料金の支出について（平成２６年　１０月分）
7,074

建設局 道路部調整課 平成26年10月27日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等電気料金の支出について（平成２６年９月分）
102,391,190

建設局 道路部調整課 平成26年10月27日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 菅原城北大橋管理運営用電気料金（守口）９月分の支出について
151,187

建設局 道路部調整課 平成26年10月27日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 淀川連絡線跡遊歩道等下水道使用料の支出について（平成２６年　９月分）
1,782

建設局 道路部調整課 平成26年10月27日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 菅原城北大橋管理運営用電気料金（北摂）９月分の支出について
33,157

建設局 道路部調整課 平成26年10月27日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（平成２６年　９月分）
1,267,113

建設局 道路部調整課 平成26年10月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 街路灯等電気料金の支出について（平成２６年９月分）
7,155

建設局 道路部調整課 平成26年10月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（９月分）の支出について
504

建設局 道路部調整課 平成26年10月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 疎開跡地（道路）賃借料の支出について（平成26年度第1回上半期分）
12,783,639

建設局 道路部調整課 平成26年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 津守工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
35,560,000

建設局 道路部調整課 平成26年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 市岡工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
63,030,000

建設局 道路部調整課 平成26年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 田島工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
34,170,000

建設局 道路部調整課 平成26年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（９月分）の支出について
9,742

建設局 道路部調整課 平成26年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 津守工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
4,610,000

建設局 道路部調整課 平成26年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 田島工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
5,830,000

建設局 道路部調整課 平成26年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 市岡工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
4,840,000

建設局 道路部調整課 平成26年10月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 西淀川区第５８９号線舗装補修工事－２の工事費精算金の支出について
19,306,040

建設局 道路部調整課 平成26年10月29日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成２６年度　湊町駅前東西線（東側）地下通路清掃業務委託の委託料第１回中間金の支出について
464,400

建設局 道路部調整課 平成26年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 平成26年度　大都市交通安全施設等整備事業連絡協議会の出席にかかる管外出張旅費の支出について
76,160

建設局 道路部調整課 平成26年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 国道第479号清水共同溝設置工事‐4に使用するセグメントの製品検査にかかる管外出張旅費の支出について
1,760

建設局 道路部調整課 平成26年10月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 平成26年度　「Think Our Street　推進委員会」研修会の出席にかかる管外出張旅費の支出について
35,060

建設局 道路部調整課 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 北部方面管理事務所管内道路維持修繕工事－３の工事費精算金の支出について
91,679,080

建設局 道路部調整課 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 北部方面管理事務所管内道路維持修繕工事－３の工事費精算金の支出について
16,253,320

建設局 道路部調整課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道電気料金の支出について（平成２６年　９月分）
1,785,028

建設局 道路部調整課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 共同溝等用光回線使用料の支出について（平成２６年　９月分）
12,980

建設局 道路部調整課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 大和川北岸線アンダーパス専用回線使用料の支出について（平成２６年　９月分）
7,311

建設局 道路部調整課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置回線使用料（道路管理費）の支出について（平成２６年　９月分）
398,743

建設局 道路部調整課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 共同溝等電話回線専用料の支出について（平成２６年　９月分）
116,360
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建設局 道路部調整課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置用光回線使用料の支出について（平成２６年　９月分　道路管理費）
161,534

建設局 道路部調整課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 道路情報提供装置用光回線使用料の支出について（平成２６年　９月分）
6,490

建設局 道路部調整課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 中島用水路跡専用回線使用料の支出について（平成２６年　９月分）
7,311

建設局 道路部調整課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置回線使用料（橋梁管理費）の支出について（平成２６年　９月分）
138,909

建設局 道路部調整課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置用光回線使用料の支出について（平成２６年　９月分　橋梁管理費）
34,092

建設局 道路部調整課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 なみはや大橋情報板回線使用料の支出について（平成２６年　９月分）
21,728

建設局 道路部調整課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 委託料　委託料 平成26年度安治川河底隧道警備業務委託の委託料中間払の支出について（９月分）
2,913,840

建設局 道路部調整課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 道路施設用光回線使用料の支出について（平成２６年　９月分）
12,980

建設局 道路部調整課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 平野工営所管内交通安全施設維持修繕工事の工事費精算金の支出について
6,040,440

建設局 道路部調整課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 平野工営所管内交通安全施設維持修繕工事の工事費精算金の支出について
10,422,000

建設局 道路部調整課 平成26年10月31日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 役務費　通信運搬費 タクシー乗車料金立替払の支出について
7,400

建設局 道路部調整課 平成26年10月31日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 役務費　通信運搬費 タクシー乗車料金立替払の支出について
5,400

建設局 道路部調整課 平成26年10月31日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 工事費 工事請負費　新規工事費 長柄堺線舗装新設その他工事－２の工事費精算金の支出について
56,857,000

建設局 道路部調整課 平成26年10月31日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 工事費 工事請負費　新規工事費 長柄堺線舗装新設その他工事－２の工事費精算金の支出について
22,980,840

建設局 下水道河川部調整課 平成26年10月27日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 寝屋川分流水門用電話料金の支出について（９月分）
2,711

建設局 下水道河川部調整課 平成26年10月27日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用通信料金の支出について（９月分）
5,148

建設局 下水道河川部調整課 平成26年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 河川事業用市内及び近接地出張旅費の支出について（９月分）
12,000

建設局 下水道河川部調整課 平成26年10月29日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　消耗品費 親水河川滅菌用　低食塩次亜塩素酸ソーダ（今川ポンプ場外９か所）概算買入に伴う経費の支出について（9月分）
157,338

建設局 下水道河川部調整課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 住吉川ポンプ場外９か所状態監視装置インターネット回線使用料の支出について（９月分）
73,110

建設局 下水道河川部調整課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用インターネット接続プロバイダ使用料の支出について（９月分）
1,706

建設局 下水道河川部調整課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 河川水門遠方監視用専用線料金の支出について（９月分）
793,800

建設局 下水道河川部調整課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 太左衛門橋外４か所道頓堀川遊歩道監視カメラ用光回線使用料の支出について（９月分）
32,548

建設局 下水道河川部調整課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 道頓堀川水門・東横堀川水門遠方操作用専用線料金の支出について（９月分）
25,471

建設局 下水道河川部調整課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 城北寝屋川口水門管理棟放流警報装置用専用線料金の支出について（９月分）
149,562

建設局 下水道河川部調整課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 加美巽川排水機場１階専用線料金の支出について（９月分）
24,192

建設局 下水道河川部調整課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 負担金、補助及交付金　分担金 大和川水環境協議会にかかる平成２６年度分担金の支出について
45,500

建設局 下水道河川部調整課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 委託料　委託料 道頓堀川水門外１耐震検討業務委託の委託料前払金の支出について
4,140,000

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年10月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
23,942

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年10月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
22,896

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年10月03日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 平成26年度安全運転管理者等法定講習受講料の支出について（田島工営所）（平成26年10月8日実施分）
4,200

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年10月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 東部方面管理事務所　９月分電話等料金の支出について
100,641

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用　角型ショベル外2点買入経費の支出について
55,404

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 大雨洪水注意報に伴う緊急動員解除後の帰宅に係るタクシー料金の支出について（8/25分　№2）
4,040

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 大雨洪水注意報に伴う緊急動員解除後の帰宅に係るタクシー料金の支出について（8/25分　№1）
1,960

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 大雨洪水注意報に伴う緊急動員解除後の帰宅に係るタクシー料金の支出について（8/25分　№4）
3,000

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 大雨洪水注意報に伴う緊急動員解除後の帰宅に係るタクシー料金の支出について（8/25分　№3）
1,720

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年10月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（８月分）
4,118

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車輌整備用　自動車定期整備（中間点検）（東部その３）にかかる経費の支出について
38,232

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 大雨洪水注意報に伴う緊急動員に係るタクシー料金の支出について（9/16分　№1）
1,950

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 大雨洪水注意報に伴う緊急動員に係るタクシー料金の支出について（9/16分　№2）
6,600

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度　東部方面管理事務所管内事業所系一般廃棄物収集運搬業務委託（その２）の施行及び同経費の支出について
6,276

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年10月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（８月分）
12,900

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年10月21日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 平成26年度安全運転管理者・副安全運転管理者法定講習受講料の支出について（中浜工営所）（平成26年10月22日実施分）
8,400

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年10月24日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 東部方面管理事務所及び弁天抽水所庁舎清掃業務委託長期継続の委託料の支出について（平成26年9月分）
171,245

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,350

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車輌整備用　自動車定期整備（中間点検）（東部その２）にかかる経費の支出について
63,720

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
15,368

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,640
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建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車輌整備用　軽自動車（なにわ８０あ２２４５）修繕にかかる経費の支出について
21,060

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車輌整備用　軽自動車（なにわ８８０あ２９５）修繕にかかる経費の支出について
60,350

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 現場調査用　プラスティックコンテナ買入経費の支出について
72,900

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 国道４７９号清水共同溝設置工事ー４に伴う製品検査にかかる管外出張旅費の支出について（その９）
1,760

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度　田島工営所外1か所事業所系一般廃棄物収集運搬業務委託の施行及び同経費の支出について
2,364

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 東部方面管理事務所　10月分電話等料金の支出について
108,282

建設局 田島工営所 平成26年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（平成２６年８月分）
2,476

建設局 田島工営所 平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年８月分）
31,507

建設局 田島工営所 平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年８月分）
19,800

建設局 田島工営所 平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年８月分）
200

建設局 田島工営所 平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年８月分）
1,911

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年10月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用軍手買入経費の支出について
264,056

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年10月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 現場作業用軍手買入経費の支出について
95,753

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年10月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 現場作業用軍手買入経費の支出について
36,828

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 渡船施設整備用高強度ローラーユニット買入経費の支出について
64,152

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 衛生管理用電気衣類乾燥機外１点買入経費の支出について
62,640

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用２ｔダンプトラック(なにわ800さ7505)修繕にかかる経費の支出について
97,696

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　手数料 衛生管理用電気衣類乾燥機外１点買入経費の支出について
6,912

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（８月分）
610

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年10月24日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　燃料費 プロパンガス（落合下渡船場外５箇所分）上半期（単価契約）（9月分）の支出について
29,501

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 渡船施設衛生用エアコン買入経費の支出について
95,580

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用自動車定期点検整備（中間点検）（西部その２）にかかる経費の支出について
81,000

建設局 市岡工営所 平成26年10月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（８月分）
6,790

建設局 市岡工営所 平成26年10月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
23,481

建設局 市岡工営所 平成26年10月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
2,000

建設局 市岡工営所 平成26年10月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
4,600

建設局 市岡工営所 平成26年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 大雨洪水警報による緊急動員に係るタクシー料金の支出について
4,420

建設局 市岡工営所 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
22,834

建設局 市岡工営所 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
16,200

建設局 市岡工営所 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
1,700

建設局 市岡工営所 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（９月分）
10,660

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年10月08日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分－②）
26,257

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分－②）
20,083

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分－②）
5,580

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年10月24日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
30,534

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 河川事業用市内出張交通費（９月分）にかかる支出について
8,780

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
19,268

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
10,040

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年10月27日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 船舶緊急連絡用携帯電話料金にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
6,175

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年10月29日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 委託料　委託料 落合上渡船場の渡船運航業務委託（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成２６年度第２四半期分）
13,118,760

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 使用料及賃借料　使用料 河川・渡船管理事務所仮設倉庫　長期借入（その２）にかかる経費の支出について（９月分）
112,581

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 旧南工営所光熱水費の支出について（８月使用分電気料金）
36,448

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年10月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 平野工営所光熱水費の支出について（２６年９月分電気料金）
369,169

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 道路事業用　エンジンポンプ修繕にかかる経費の支出について
648,000

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 ハンドカッター修繕（緊急）にかかる経費の支出について
44,820

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　損害保険料 自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料及び継続検査用自動車重量税の支出について【低床ロングトラック（なにわ８００さ４８００）定期整備】
19,910

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 公課費　公課費 自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料及び継続検査用自動車重量税の支出について【低床ロングトラック（なにわ８００さ４８００）定期整備】
24,600

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年10月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路維持管理用　工事用安全ベスト買入にかかる経費の支出について
41,958
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建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年10月22日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 南部方面管理事務所庁舎等清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（第２四半期分）
328,016

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　旧南工営所水道代（平成２６年８月分）の支出について
6,924

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 南部方面管理事務所管内電話料金の支出について（9月使用分ＫＤＤＩ）
4,993

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度　南部方面管理事務所管内事業所系一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
16,172

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年10月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路事業用　ダンボール箱買入（その２）にかかる経費の支出について
30,780

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報償費　報償金 調停委任契約に基づく報酬にかかる経費の支出について
81,000

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 衛生管理用　全自動洗濯機買入にかかる経費の支出について
25,574

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
9,433

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 旧南工営所光熱水費の支出について（９月使用分電気料金）
47,396

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 住之江工営所外１か所電話料金(ＮＴＴ9月分)にかかる経費の支出について
156,224

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
8,208

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ETC利用高速道路通行料の支出について（８月分）
2,160

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
14,152

建設局 平野工営所 平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
36,503

建設局 平野工営所 平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
5,400

建設局 平野工営所 平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
2,700

建設局 平野工営所 平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
306

建設局 平野工営所 平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
200

建設局 平野工営所 平成26年10月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費(平成２６年８月分)の支出について
3,080

建設局 平野工営所 平成26年10月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 大雨洪水注意報動員に伴うタクシー代の立替払いについて
6,450

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年10月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　自動車点検整備（中間点検）（北部その１）にかかる経費の支出について
104,220

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年10月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 車両管理用　バッテリー買入（その２）にかかる経費の支出について
15,120

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年10月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ880あ313号車）修繕にかかる経費の支出について
93,042

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年10月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　作業車（なにわ800さ7496号車）修繕にかかる経費の支出について
95,256

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年10月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費の支出について（８月分）
9,310

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 大雨洪水注意報・警報による緊急動員にかかるタクシー料金（その３）の支出について
8,480

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 大雨洪水注意報・警報による緊急動員にかかるタクシー料金（その１）の支出について
4,980

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 大雨洪水注意報・警報による緊急動員にかかるタクシー料金（その２）の支出について
6,800

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 大雨洪水注意報・警報による緊急動員にかかるタクシー料金（その３）の支出について
720

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用　ブロワ買入にかかる経費の支出について
66,744

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　野田出張所空調設備修繕(緊急)その２にかかる経費の支出について
240,000

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 現場作業用　発動発電機修繕(緊急)にかかる経費の支出について
128,304

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年10月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ880あ299号車）修繕にかかる経費の支出について
32,140

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
53,104

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
16,200

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 庁舎管理用　野田出張所庁舎清掃業務委託　長期継続の経費の支出について（第２四半期）
383,867

建設局 十三工営所 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費の支出について（８月分）
8,410

建設局 十三工営所 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
37,464

建設局 十三工営所 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
14,040

建設局 十三工営所 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
540

建設局 十三工営所 平成26年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
23,387

建設局 十三工営所 平成26年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
10,800

建設局 十三工営所 平成26年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
17,463

建設局 十三工営所 平成26年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,100

建設局 公園管理課 平成26年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　軽四清掃ダンプ（なにわ４１た３５０５）修繕（緊急）経費の支出について
93,992

建設局 公園管理課 平成26年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用南部方面公園事務所管内一円公園便所清掃業務委託料の支出について（第３四半期分）
1,000,065

建設局 公園管理課 平成26年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用北部方面公園事務所管内一円公園便所清掃業務委託料の支出について（第３四半期分）
2,007,017

建設局 公園管理課 平成26年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用西部方面公園事務所管内一円公園便所清掃業務委託料の支出について（第３四半期分）
1,683,305
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建設局 公園管理課 平成26年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用大阪城公園ほか３公園清掃除草作業業務委託料の支出について（第３四半期分）
23,168,232

建設局 公園管理課 平成26年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用大規模公園等清掃除草作業業務委託料の支出について（第３四半期分）
18,734,133

建設局 公園管理課 平成26年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用東部方面公園事務所管内一円公園便所清掃業務委託料の支出について（第３四半期分）
1,038,635

建設局 公園管理課 平成26年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用天王寺動植物公園事務所管内一円公園便所清掃業務委託料の支出について（第３四半期分）
949,786

建設局 公園管理課 平成26年10月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　印刷製本費 公園管理用　馬場使用券印刷請負経費の支出について
29,970

建設局 公園管理課 平成26年10月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　イソキサチオン乳剤　外３点　買入経費の支出について
64,476

建設局 公園管理課 平成26年10月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　南部方面公園事務所　給排水管漏水修繕（緊急）経費の支出について
239,760

建設局 公園管理課 平成26年10月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園・動物園維持管理用　コアラ舎前漏水修繕（緊急）経費の支出について
52,920

建設局 公園管理課 平成26年10月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物園　キリン舎ＴＶカメラ修繕（緊急）経費の支出について
220,320

建設局 公園管理課 平成26年10月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　Ｗキャビン（なにわ８００さ５７６０）修繕（緊急）経費の支出について
29,700

建設局 公園管理課 平成26年10月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用平成２６年度南部方面公園事務所管内一円公園除草業務委託料の支出について（６～７月分）
1,332,339

建設局 公園管理課 平成26年10月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　真砂土－１　外２点　買入経費の支出について
810,000

建設局 公園管理課 平成26年10月06日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(なにわ41ち7153号車外1台)
52,740

建設局 公園管理課 平成26年10月06日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(なにわ41ち7153号車外1台)
13,200

建設局 公園管理課 平成26年10月06日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　燃料費 公園・動物園維持管理用　Ａ重油　外１点　買入経費の支出について
70,290

建設局 公園管理課 平成26年10月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　今津公園他１公園便所扉修繕経費の支出について
197,640

建設局 公園管理課 平成26年10月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　東部方面公園事務所　自転車置場車庫シャッター修繕（緊急）経費の支出について
43,200

建設局 公園管理課 平成26年10月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　東部方面公園事務所　車庫用シャッター修繕（緊急）経費の支出について
216,000

建設局 公園管理課 平成26年10月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物園　レッサーパンダ舎　寝室空調機修繕（緊急）経費の支出について
44,280

建設局 公園管理課 平成26年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　大阪迎賓館空調設備修繕（緊急）経費の支出について
294,840

建設局 公園管理課 平成26年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　塵芥車（なにわ８００さ９００）修繕経費の支出について
40,284

建設局 公園管理課 平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園・動物園維持管理用　高圧限流ヒューズ　買入経費の支出について
57,996

建設局 公園管理課 平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　南京錠－１　外７点　買入経費の支出について
450,835

建設局 公園管理課 平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　印刷製本費 緑化普及ＰＲ用　緑化普及啓発広報紙「ひふみ」印刷請負一式経費の支出について
135,270

建設局 公園管理課 平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　今津公園他１公園便所修繕経費の支出について
118,800

建設局 公園管理課 平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　沢之町公園ブランコ修繕経費の支出について
178,200

建設局 公園管理課 平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　フォークリフト特定自主検査整備一式経費の支出について
218,160

建設局 公園管理課 平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　軽四ライトバン（なにわ４１た３８４４）修繕（緊急）経費の支出について
51,300

建設局 公園管理課 平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　ホイルローダー特定自主検査整備一式経費の支出について
298,085

建設局 公園管理課 平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　油圧ショベル特定自主検査整備一式経費の支出について
207,360

建設局 公園管理課 平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　軽四道路作業車（なにわ８０あ２３５５）修繕（緊急）経費の支出について
95,000

建設局 公園管理課 平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　普通レンガ－１　外２点　買入経費の支出について
68,202

建設局 公園管理課 平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　川砂－１　外１点　買入経費の支出について
558,727

建設局 公園管理課 平成26年10月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　充電式インパクトドライバ　外１点　買入経費の支出について
7,992

建設局 公園管理課 平成26年10月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　印刷製本費 市民配布用　大阪バラめぐりリーフレット印刷請負一式経費の支出について
341,280

建設局 公園管理課 平成26年10月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　晴明丘中央公園スイング遊具修繕経費の支出について
322,272

建設局 公園管理課 平成26年10月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 備品購入費　機械器具費 公園維持管理用　充電式インパクトドライバ　外１点　買入経費の支出について
37,152

建設局 公園管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　庁内情報利用環境カラープリンタ一式長期借入経費の支出について（平成２６年９月分）
24,552

建設局 公園管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入経費の支出について（平成２６年９月分）
518,878

建設局 公園管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入経費の支出について（平成２６年９月分）
85,233

建設局 公園管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入経費の支出について（平成２６年９月分）
55,355

建設局 公園管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用花博記念公園鶴見緑地内警備業務委託料の支出について（８・９月分）
5,972,400

建設局 公園管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ダンボール箱　買入経費の支出について
44,371

建設局 公園管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　大阪市型フェンス用部品－１　外２４点　買入経費の支出について
891,000

建設局 公園管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　家庭用殺虫剤　外３点　買入経費の支出について
102,772

建設局 公園管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 天王寺動物公園内爬虫類生態館展示用　ドラセナ・レインボー　外２３点（天王寺動物公園）　買入経費の支出について
149,580

建設局 公園管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　塵芥車（なにわ８００さ９７９）修繕（緊急）経費の支出について
216,000

建設局 公園管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　軽ダンプ（なにわ４１ち４０１５）修繕（緊急）経費の支出について
79,002
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建設局 公園管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　油圧ショベル（ＰＣ０７－２Ｅ）修繕経費の支出について
270,000

建設局 公園管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 備品購入費　機械器具費 公園維持管理用　チェーンソー　外１点　買入経費の支出について
124,200

建設局 公園管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度加賀屋緑地運営業務委託料の支出について（９月分）
588,600

建設局 公園管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用　平成26年度咲くやこの花館管理運営業務代行料の支出について（第３四半期）
77,604,017

建設局 公園管理課 平成26年10月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ＢＴ水和剤　外４１点　買入経費の支出について
1,274,400

建設局 公園管理課 平成26年10月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　鞍作公園外１公園トイレ設備修繕経費の支出について
462,240

建設局 公園管理課 平成26年10月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用大阪城玉造口機械ゲート運営業務委託（長期継続）料の支出について（第２四半期分）
409,050

建設局 公園管理課 平成26年10月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用大阪城駐車場運営業務委託（長期継続）料の支出について（第２四半期分）
1,172,248

建設局 公園管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度大阪城西の丸庭園等運営業務委託料の支出について（９月分）
522,000

建設局 公園管理課 平成26年10月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　十三公園野球場ナイター設備遠方監視制御装置修繕（緊急）経費の支出について
263,520

建設局 公園管理課 平成26年10月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　乗用芝刈り機（ＴＯＫＯ　ＭＯＸ４７５）修繕（緊急）経費の支出について
30,888

建設局 公園管理課 平成26年10月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用 公園内放置自転車・自動二輪車違法駐車対策業務委託の支出について（第3四半期分）
2,247,890

建設局 公園管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 公園管理用　平成26年度長居公園及び長居陸上競技場ほか７施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期）
86,694,529

建設局 公園管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用　平成26年度長居公園及び長居陸上競技場ほか７施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期）
112,503,448

建設局 公園管理課 平成26年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園管理用　平成26年度長居公園及び長居陸上競技場ほか７施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期）
25,466,500

建設局 公園管理課 平成26年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　特定地域ホームレス対策用ユニットハウスほか1点借入（再リース）にかかる経費の支出について（９月分）
27,000

建設局 公園管理課 平成26年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　特定地域ホームレス対策用ユニットハウス－Aほか5点借入（再リース）にかかる経費の支出について（９月分）
54,000

建設局 公園管理課 平成26年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 公園事業用　ホームレス対策用軽自動車借入（西南方面公園事務所　再リース）にかかる経費の支出について（なにわ480け1676・9月分）
29,916

建設局 公園管理課 平成26年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 公園事業用　ホームレス対策用軽自動車借入（東部方面公園事務所　再リース）にかかる経費の支出について（なにわ480け1675・９月分）
24,300

建設局 公園管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度花博記念公園鶴見緑地有料施設清掃業務委託料の支出について（９月分）
421,200

建設局 公園管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度浦江庭球場外７施設管理運営補助業務委託料の支出について（９月分）
342,017

建設局 公園管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用北部方面公園事務所外２箇所庁舎機械警備業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（第２四半期分）
82,620

建設局 公園管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用東部方面公園事務所外１箇所庁舎機械警備業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（第２四半期分）
50,220

建設局 公園管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　トイレットペーパー買入（その４）経費の支出について
110,160

建設局 公園管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　消耗品費 動物園展示用　海水（上半期分）概算買入経費の支出について（平成２６年９月分）
27,000

建設局 公園管理課 平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　トイレットペーパー買入（その４）経費の支出について
156,427

建設局 公園管理課 平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 花卉事業用　アゲラタム－１　ほか６９点（東部方面）買入経費の支出について
666,360

建設局 公園管理課 平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　長柄東公園汚物ポンプ修繕（緊急）経費の支出について
135,000

建設局 公園管理課 平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物園　ゾウ舎　堆肥化装置修繕（緊急）経費の支出について
568,080

建設局 公園管理課 平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　パソコン（東芝dynabook Satellite L42）修繕（緊急）経費の支出について
32,400

建設局 公園管理課 平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用平成２６年度花博記念公園鶴見緑地除草業務委託料の支出について（第２四半期分）
15,672,019

建設局 公園管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　印刷製本費 鶴見緑地来園者用　鶴見緑地ＭＡＰ（来園者用パンフレット）印刷請負一式経費の支出について
76,896

建設局 公園管理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 花卉事業用　アイスランドポピー－１　ほか２７点（西部方面）買入経費の支出について
438,480

建設局 公園管理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　油圧ショベル（クボタ KX-014-11577）修繕経費の支出について
38,934

建設局 公園管理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　ＥＴＣ利用高速道路通行料（８月分）の支出について
26,090

建設局 公園管理課 平成26年10月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用庁内情報ネットワークにおける通信サービス料の支出について（９月分）
62,982

建設局 公園管理課 平成26年10月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用南部方面公園事務所庁舎機械警備業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（第２四半期分）
42,120

建設局 公園管理課 平成26年10月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用西部方面公園事務所外１箇所庁舎機械警備業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成２６年４月～９月分）
110,454

建設局 公園管理課 平成26年10月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物園　アイファー舎管理室空調機修繕（緊急）経費の支出について
843,480

建設局 公園管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 有料施設管理用　大阪城公園駐車場（バス専用）機械ゲート機器一式長期借入経費の支出について　第２四半期分
372,600

建設局 公園管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 有料施設管理用　大阪城公園駐車場（普通車専用）機械ゲート機器一式長期借入経費の支出について　第２四半期分
668,736

建設局 公園管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 有料施設管理用　大阪城玉造口機械ゲート機器一式長期借入経費の支出について　第２四半期分
441,936

建設局 公園管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 公園維持管理用　自動体外式除細動器（AED）長期借入経費の支出について　９月分
41,076

建設局 公園管理課 平成26年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 花卉事業用　アストロメリア　ほか５７点（北部方面）買入経費の支出について
631,800

建設局 公園管理課 平成26年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 花卉事業用　ペチュニア・サフィニア－１　ほか１９点（花博記念公園）買入経費の支出について
2,732,400

建設局 公園管理課 平成26年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
13,934

建設局 公園管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(なにわ800さ4221号車)
19,910

建設局 公園管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(なにわ800さ4221号車)
43,200
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建設局 公園管理課 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度中之島公園及び周辺道路等の適正化対策に係る巡回警備業務委託料の支出について（７・８・９月分）
1,314,434

建設局 公園管理課 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物園　調理場業務用蒸器　燃焼不良修繕（緊急）経費の支出について
30,996

建設局 公園管理課 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物園　アイファー舎加圧給水装置修繕（緊急）経費の支出について
361,044

建設局 公園管理課 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物公園事務所　女子休息室他空調機修繕（緊急）経費の支出について
555,120

建設局 公園管理課 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物園　レクチャールーム会議室　空調機修繕（緊急）経費の支出について
75,546

建設局 公園管理課 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用平成２６年度東部方面公園事務所管内一円公園清掃業務委託料の支出について（第２四半期分）
5,376,515

建設局 公園管理課 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成26年度靱公園の適正化対策に係る巡回警備業務委託にかかる経費の支出について（７・８・９月分）
4,215,240

建設局 公園管理課 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成26年度中之島公園及び周辺道路等の適正化対策に係る巡回警備業務委託料の支出について（７・８・９月分）
2,939,686

建設局 公園管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(なにわ41ち8986号車ほか1台)
52,740

建設局 公園管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(なにわ800さ5760(Ｗキャビン)／なにわ41ち8985(軽四バン))
46,280

建設局 公園管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(なにわ480け7350号車ほか3台／なにわ41ち8984号車ほか2台)
184,590

建設局 公園管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 公園管理用車両更新にかかる自賠責保険料・自動車重量税印紙代・リサイクル料金の支出について(軽四１ＢＯＸ５台分)
136,200

建設局 公園管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(なにわ41ち8986号車ほか1台)
13,200

建設局 公園管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(なにわ480け7350号車ほか3台／なにわ41ち8984号車ほか2台)
46,200

建設局 公園管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 公園管理用車両更新にかかる自賠責保険料・自動車重量税印紙代・リサイクル料金の支出について(軽四１ＢＯＸ５台分)
12,500

建設局 公園管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(なにわ800さ5760(Ｗキャビン)／なにわ41ち8985(軽四バン))
31,200

建設局 公園管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　住宅用洗剤－１　外２４点　買入経費の支出について
257,983

建設局 公園管理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張等交通費（９月分）の支出について
68,736

建設局 公園管理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ウエス買入（その２）経費の支出について
33,264

建設局 公園管理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　住宅用洗剤－１　外２４点　買入経費の支出について
542,589

建設局 公園管理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 花卉事業用　アスター（実生系）　ほか１４点（南部方面）買入経費の支出について
193,320

建設局 公園管理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 花卉事業用　インパチェンス　ほか２８点買入経費の支出について
1,328,400

建設局 公園管理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 公園管理事務用　ＭＳシュレッダー修繕（緊急）経費の支出について
147,117

建設局 公園管理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 公園緑化事務用後納郵便（９月分）の支出について
14,988

建設局 公園管理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　手数料 公園管理用車両更新にかかる自賠責保険料・自動車重量税印紙代・リサイクル料金の支出について(軽四１ＢＯＸ５台分)
48,700

建設局 公園緑化部調整課 平成26年10月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　中野町公園改修工事に伴う設計業務委託の支払いについて
774,360

建設局 公園緑化部調整課 平成26年10月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　谷四錦郷公園ほか１公園改修工事の工事費の前払い金の支出について
1,600,000

建設局 公園緑化部調整課 平成26年10月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　井高野公園防球柵設置工事の工事費の前払い金の支出について
2,370,000

建設局 公園緑化部調整課 平成26年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　大都市都市公園機能実態共同調査「戦略的な維持管理・更新に向けた実態」に関する調査研究第1回検討会の出席に伴う出張及び旅費の支出について
28,500

建設局 公園緑化部調整課 平成26年10月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　天王寺動物園（ペンギン舎周辺）改修工事の工事費の前払いの支出について
7,300,000

建設局 公園緑化部調整課 平成26年10月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度 南港中継基地用地の返還に関する業務の分担金の支出について（第１回目分）
1,514,000

建設局 協働課 平成26年10月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 公園事業用　保存樹、保存樹林等補助金の支出について（保－１）
100,000

建設局 協働課 平成26年10月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 生野区児童遊園整備費補助金の支出について（大友三北児童遊園）
75,000

建設局 協働課 平成26年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（８月分）
36,495

建設局 協働課 平成26年10月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 港区児童遊園整備費補助金の交付金額確定及び支出について（南市岡児童遊園）
110,000

建設局 協働課 平成26年10月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　西南方面管内公園樹維持工事の前払金の支出について
19,480,000

建設局 協働課 平成26年10月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平野区児童遊園整備費補助金の支出について（加美東児童遊園）
104,760

建設局 協働課 平成26年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 港区児童遊園整備費補助金の支出について（三先ちびっこ広場）
110,000

建設局 協働課 平成26年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 港区児童遊園整備費補助金の支出について（田中児童遊園）
10,000

建設局 協働課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報償費　報償金 公園事業用　大阪市グリーンコーディネーター第１３期生育成講習会講師謝礼金の支出について（２回目）
236,000

建設局 東部方面公園事務所 平成26年10月03日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　東部方面公園事務所電話料金（平成２６年８月分）の支出について
44,428

建設局 東部方面公園事務所 平成26年10月03日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　手数料 公園管理用　平成２６年度副安全運転管理者等法定講習受講に伴う経費の支出について
4,200

建設局 東部方面公園事務所 平成26年10月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張交通費の支出について（８月分）/真田山公園事務所
3,550

建設局 東部方面公園事務所 平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）/真田山公園事務所
23,263

建設局 東部方面公園事務所 平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 大阪城公園内警備業務委託料（第２回中間金）の支出について
5,690,683

建設局 東部方面公園事務所 平成26年10月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費等の支出について（８月分）/東部方面公園事務所
6,720

建設局 東部方面公園事務所 平成26年10月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園水道代（平成２６年９月分）の支出について
38,866

建設局 東部方面公園事務所 平成26年10月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園水道代（平成２６年９月分）の支出について
22,497
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建設局 東部方面公園事務所 平成26年10月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園駐車場及び公園電気使用料（２６年９月分）の支出について
77,100

建設局 東部方面公園事務所 平成26年10月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 公園管理用　巽公園ガス使用料の支出について（９月分）
2,160

建設局 東部方面公園事務所 平成26年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）／東部方面公園事務所
46,282

建設局 東部方面公園事務所 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　真田山公園事務所電話料金（平成２６年９月分）の支出について
34,891

建設局 東部方面公園事務所 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　東部方面公園事務所電話料金（平成２６年９月分）の支出について
50,115

建設局 西部方面公園事務所 平成26年10月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について(西部方面公園事務所　平成２６年８月分)
309,418

建設局 西部方面公園事務所 平成26年10月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業費　市内等出張交通費の支出について（８月分）／港・大正公園事務所（追加分）
960

建設局 西部方面公園事務所 平成26年10月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）/西部方面公園事務所
3,181

建設局 西部方面公園事務所 平成26年10月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）/西部方面公園事務所
2,700

建設局 西部方面公園事務所 平成26年10月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内等出張交通費の支出について（９月分）西部方面公園事務所
2,260

建設局 西部方面公園事務所 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業費　市内等出張交通費の支出について（９月分）／港・大正公園事務所
2,470

建設局 西部方面公園事務所 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について(西部方面公園事務所　平成２６年９月分)
520,606

建設局 西部方面公園事務所 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　電話料金の支出について（西部方面公園事務所　平成２６年９月分）
32,340

建設局 西部方面公園事務所 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）／港・大正公園事務所
27,813

建設局 南部方面公園事務所 平成26年10月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（８月分）/南部方面公園事務所
10,342

建設局 南部方面公園事務所 平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
16,059

建設局 南部方面公園事務所 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（９月分）/南部方面公園事務所
8,240

建設局 南部方面公園事務所 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
81,522

建設局 北部方面公園事務所 平成26年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
36,902

建設局 北部方面公園事務所 平成26年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
10,800

建設局 北部方面公園事務所 平成26年10月03日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　旭公園庭球場電話使用料（８月利用分）の支出について
2,703

建設局 北部方面公園事務所 平成26年10月10日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料施設使用料（中島庭球場）雨天未使用に伴う還付について（過年度分）
30,400

建設局 北部方面公園事務所 平成26年10月10日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料施設使用料（中島庭球場）雨天未使用に伴う還付について（過年度分）
38,400

建設局 北部方面公園事務所 平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）／城北公園事務所
257

建設局 北部方面公園事務所 平成26年10月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）／城北公園事務所
9,720

建設局 北部方面公園事務所 平成26年10月15日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　城北公園事務所電話使用料（８月分）の支出について
26,755

建設局 北部方面公園事務所 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　毛馬桜之宮公園の水道使用料の支出について（９月分）
99,318

建設局 北部方面公園事務所 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 「小口支払基金繰入金の支出について（９月分その１）」
23,345

建設局 北部方面公園事務所 平成26年10月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　毛馬桜之宮公園の水道使用料の支出について（１０月分）
104,729

建設局 北部方面公園事務所 平成26年10月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　城北公園工業用水使用料の支出について（１０月分）
129,157

建設局 北部方面公園事務所 平成26年10月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　城北菖蒲園下水道使用料の支出について（９月分）
481,869

建設局 北部方面公園事務所 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（８月分）/十三公園事務所
1,120

建設局 北部方面公園事務所 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について（９月）／城北公園事務所
2,900

建設局 北部方面公園事務所 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）／城北公園事務所
21,843

建設局 北部方面公園事務所 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）／城北公園事務所
14,880

建設局 北部方面公園事務所 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　出来島公園水道使用料の支出について（１０月分）
1,620

建設局 北部方面公園事務所 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　旭公園庭球場電話使用料（９月利用分）の支出について
2,703

建設局 北部方面公園事務所 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 「小口支払基金繰入金の支出について（９月分その２）」
2,474

建設局 北部方面公園事務所 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　燃料費 「小口支払基金繰入金の支出について（９月分その２）」
1,910

建設局 北部方面公園事務所 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 「小口支払基金繰入金の支出について（９月分その２）」
5,166

建設局 花博記念公園事務所 平成26年10月01日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 平成26年８月分　鶴見緑地公園管理用電気使用料の支出について
4,983,992

建設局 花博記念公園事務所 平成26年10月01日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 平成26年８月分　鶴見緑地公園管理用電気使用料の支出について
911,875

建設局 花博記念公園事務所 平成26年10月01日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 平成26年８月分　鶴見緑地公園管理用電気使用料の支出について
13,320,496

建設局 花博記念公園事務所 平成26年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　上下水道使用料の支出について（９月分）
2,354,960

建設局 花博記念公園事務所 平成26年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　上下水道使用料の支出について（９月分）
100,698

建設局 花博記念公園事務所 平成26年10月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　上下水道使用料の支出について（９月分）
5,616,420

建設局 花博記念公園事務所 平成26年10月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　上下水道使用料の支出について（９月分）
3,713,426

建設局 花博記念公園事務所 平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 鶴見緑地公園管理用市内出張交通費等の支出について(９月分)/花博記念公園事務所
8,150
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建設局 花博記念公園事務所 平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）花博記念公園事務所
20,453

建設局 花博記念公園事務所 平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）花博記念公園事務所
4,536

建設局 花博記念公園事務所 平成26年10月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　下水道使用料の支出について（９月分）
1,484,933

建設局 花博記念公園事務所 平成26年10月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　下水道使用料の支出について（９月分）
63,494

建設局 花博記念公園事務所 平成26年10月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　下水道使用料の支出について（９月分）
4,031,006

建設局 花博記念公園事務所 平成26年10月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　工業用水道使用料の支出について（１０月分）
1,377,388

建設局 花博記念公園事務所 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 平成26年９月分　鶴見緑地公園管理用電気使用料の支出について
751,408

建設局 花博記念公園事務所 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 平成26年９月分　鶴見緑地公園管理用電気使用料の支出について
3,378,997

建設局 花博記念公園事務所 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 鶴見緑地公園管理用　ＬＰガス使用料の支出について（９月分）
9,945

建設局 花博記念公園事務所 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　守口市下水道使用料の支出について（９月分）
637,720

建設局 花博記念公園事務所 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 平成26年９月分　鶴見緑地公園管理用電気使用料の支出について
12,725,509

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月01日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 旅費　普通旅費 動物園事業用　公益社団法人日本動物園水族館協会平成２６年度近畿ブロック事務主任者会議出席にかかる出張旅費の支出について
7,120

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月01日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）干草スーダン概算７，５００ｋｇ外４点購入（上半期）経費の支出について（８月分）
74,731

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について（８月分）／天王寺動物公園事務所
24,864

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 旅費　普通旅費 動物園事業用　公益社団法人日本動物園水族館協会平成２６年度第１回近畿ブロック園館長会議出席に係る出張旅費の支出について
10,470

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 動物公園事業用　東京ディズニーリゾートにおける研修プログラムへの参加及び研修視察にかかる出張命令について
351,840

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月08日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　消耗品費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）／天王寺動物公園事務所
1,980

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）／天王寺動物公園事務所
4,937

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月09日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 負担金、補助及交付金　会費 動物園事業用　第６２回動物園技術者研究会出席に係る会費の支出について
14,000

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 旅費　普通旅費 動物園事業用　第６２回動物園技術者研究会出席に係る出張旅費の支出について
77,960

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 旅費　普通旅費 動物園事業用　第２６回大型動物麻酔研究会出席に係る出張旅費の支出について
9,060

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　会費 動物公園事業用　東京ディズニーリゾートにおける研修プログラムへの参加及び研修視察にかかる研修費等の支出について
386,900

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用(動物飼料）冷凍マウス概算１０，０００匹外３点購入（上半期）経費の支出について（９月分）
99,900

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　超低温冷凍庫（ディープフリーザー）長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
22,575

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　レントゲン装置長期借入の支出について（９月分）
49,350

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　自動血球計数装置長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
24,045

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　血液分析装置長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
45,570

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 天王寺動物園及び天王寺公園入園者管理用　券売機借入（再リース）経費の支出について（９月分）
311,995

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　特別旅費 動物園事業用　台北動物園１００周年記念行事出席に係る職員の海外出張旅費の支出について
34,560

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 旅費　普通旅費 動物園事業用　平成２６年度日本動物園水族館協会近畿ブロック動物園技術者研究会出席に係る出張旅費の支出について
22,280

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 旅費　普通旅費 動物園事業用　第４回生物多様性委員会ホッキョクグマ計画推進会議出席にかかる出張旅費の支出について
90,150

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ栽培管理及び供給業務委託（その４）経費の支出について（7月1日～9月30日分）
1,328,400

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ枝の整枝業務委託経費の支出について（7月1日～9月30日分）
389,232

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ栽培管理及び供給業務委託（その５）経費の支出について（7月1日～9月30日分）
2,700,000

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ栽培管理及び供給業務委託（その１）経費の支出について（7月1日～9月30日分）
2,170,800

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ栽培管理及び供給業務委託（その３）経費の支出について（7月1日～9月30日分）
4,233,600

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ栽培管理及び供給業務委託（その２）経費の支出について（7月1日～9月30日分）
1,209,600

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ栽培管理及び供給業務委託（その６）経費の支出について（7月1日～9月30日分）
356,400

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　其他委員等旅費 動物園事業用　ユーカリ栽培委託先事業者の管理・監督にかかる出張旅費の支出について（非常勤嘱託職員分）
121,770

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　建物修繕料 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）／天王寺動物公園事務所
32,742

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）／天王寺動物公園事務所
2,313

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　医薬材料費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）／天王寺動物公園事務所
8,640

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 動物公園管理用　天王寺公園・天王寺動物園出改札及び来園者案内等業務委託　長期継続にかかる支出について（9月分）
4,452,165

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 動物園事業用　ユーカリ栽培委託先事業者の管理・監督にかかる出張旅費の支出について
122,350

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）／天王寺動物公園事務所
28,840

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 動植物公園事業用　平成２６年度天王寺公園・動物園　券売機保守業務委託の支出について（９月分）
48,600

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 動植物公園事業用　平成２６年度天王寺公園・動物園　券売機保守業務委託の支出について（８月分）
48,600

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）キャットフード概算２０ｋｇ外１点購入（上半期）経費の支出について（９月分）
5,227
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建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ミミズ概算１６０ｋｇ購入（上半期）経費の支出について（９月分）
122,472

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）牛レバー概算６００ｋｇ外４点購入（上半期）経費の支出について（９月分）
1,058,372

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）冷凍カワエビ概算８０ｋｇ購入（上半期）経費の支出について（９月分）
34,776

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ドジョウ概算１，１５０ｋｇ購入（上半期）経費の支出について（９月分）
567,000

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）冷凍赤虫概算１０ｋｇ外３点購入（上半期）経費の支出について（９月分）
34,452

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）リンゴ概算５，２００ｋｇ外３点購入（上半期）経費の支出について（９月分）
296,558

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）リーフイーター用ペレット概算７袋外３点購入（上半期）経費の支出について（９月分）
306,720

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）脱脂粉乳概算３０ｋｇ外１点購入（上半期）経費の支出について（９月分）
2,075

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）鶏卵概算９０ｋｇ外１点購入（上半期）経費の支出について（９月分）
10,584

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）Ｌ型発酵乳酸カルシウム概算１５缶購入（上半期）経費の支出について（９月分）
234,468

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）青草概算１７，０００ｋｇ外２点購入（上半期）経費の支出について（９月分）
1,159,112

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）オレンジ概算６５０ｋｇ外９点購入（上半期）経費の支出について（９月分）
86,877

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）タマネギ概算５０ｋｇ外６点購入（上半期）経費の支出について（９月分）
425,814

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ルリスズメダイ概算５０匹外１点購入（上半期）経費の支出について（９月分）
74,520

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）オキアミ概算３，５００ｋｇ購入（上半期）経費の支出について（９月分）
267,300

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）プルーン概算２５ｋｇ外１点購入（上半期）経費の支出について（９月分）
21,470

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）殻付落花生概算３０ｋｇ購入（上半期）経費の支出について（９月分）
6,750

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）白菜概算６，０００ｋｇ外７点購入（上半期）経費の支出について（９月分）
430,874

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 役務費　手数料 動物管理用　麻薬取扱者（管理者・施用者・研究者）免許申請に係る手数料及び申請に必要な診断書作成手数料の支出について
51,100

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 負担金、補助及交付金　会費 動物園事業用　第２６回日本動物園水族館協会両生類爬虫類会議出席にかかる会費の支出について
5,000

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 旅費　普通旅費 動物園事業用　第２６回日本動物園水族館協会両生類爬虫類会議出席にかかる出張旅費の支出について
58,680

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）アジ概算１５，０００ｋｇ外１点購入（上半期）経費の支出について（９月分）
556,761

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ヒマワリの種概算２０ｋｇ外１点購入（上半期）経費の支出について（９月分）
74,520

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）愛玩家禽用配合飼料概算８５０ｋｇ外３点購入（上半期）経費の支出について（９月分）
106,488

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）鶏肉概算６，５００ｋｇ外１点購入（上半期）経費の支出について（９月分）
302,532

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）パンの耳概算１，２００ｋｇ購入（上半期）経費の支出について（９月分）
20,415

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）干草スーダン概算７，５００ｋｇ外４点購入（上半期）経費の支出について（９月分）
41,474

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）コイ概算４５０ｋｇ購入（上半期）経費の支出について（９月分）
152,065

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 役務費　通信運搬費 動植物公園管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける通信サービス料金（平成２６年９月分）の支出について
6,998

建設局 西南方面公園事務所 平成26年10月01日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　南港中央公園にかかる電気料金の支出について（平成２６年８月分）
421,082

建設局 西南方面公園事務所 平成26年10月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）／西南方面公園事務所
24,398

建設局 西南方面公園事務所 平成26年10月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）／西南方面公園事務所
24,840

建設局 西南方面公園事務所 平成26年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について（９月分）／西南方面公園事務所
3,210

建設局 西南方面公園事務所 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　南港中央公園にかかる電気料金の支出について（平成２６年９月分）
419,695

建設局 西南方面公園事務所 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）／西南方面公園事務所
27,158

建設局 西南方面公園事務所 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）／西南方面公園事務所
1,598

建設局 西南方面公園事務所 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 公園維持管理用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）／西南方面公園事務所
930

港湾局 財産活用担当 平成26年10月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 財活-28　土地商品化用　目薬ほか３点買入購入経費の支出について
8,942

港湾局 財産活用担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用水道料金の支出について（９月分）（財活－４２）
594

港湾局 財産活用担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用水道料金の支出について（９月分）（財活－４２）
1,026

港湾局 財産活用担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 測量業務用　ＡＴＣ地下１階部分の賃貸借料の支出について（１１月分）
1,092

港湾局 財産活用担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 財産活用担当事務用　蛍光ペンほか４１点買入にかかる経費の支出について
32,358

港湾局 財産活用担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用電気料金の支出について（９月分）（財活－３９）
9,944

港湾局 財産活用担当 平成26年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 (財産活用事務用)平成26年度　測量業務システム(機器更新)長期借入にかかる支出について　第2四半期分
213,678

港湾局 財産活用担当 平成26年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 (財産活用事務用)平成26年度　測量業務システム(機器更新)長期借入にかかる支出について　第2四半期分
175,932

港湾局 財産活用担当 平成26年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 財産活用事務用　測量業務(財産整理)システム機器借入にかかる経費の支出について　平成26年9月分(第6回)
4,876

港湾局 財産活用担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 財産活用担当事務用　市内出張旅費（平成２６年９月分）の支出について
2,480

港湾局 財産活用担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 財産活用担当事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
4,981



平成26年度（平成26年10月）　公金支出情報

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

港湾局 財産活用担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 (財産活用事務用)平成24年度 請第1319号 測量業務システム(機器増設)長期借入(設計変更)にかかる経費の支出について第9回中間払い(H26年7月～9月分)
62,629

港湾局 財産活用担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 (財産活用事務用)平成24年度 請第1319号 測量業務システム(機器増設)長期借入(設計変更)にかかる経費の支出について第9回中間払い(H26年7月～9月分)
37,713

港湾局 開発調整担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費(９月分)の支出について
800

港湾局 開発調整担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞の購入にかかる経費の支出について　第２四半期（平成26年７～９月）分
6,056

港湾局 開発調整担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞ほか２点の購入にかかる経費の支出について　第２四半期（平成26年７～９月）分
19,900

港湾局 開発調整担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　讀賣新聞の購入にかかる経費の支出について　第２四半期（平成26年７～９月）分
6,056

港湾局 開発調整担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞の購入にかかる経費の支出について　第２四半期（平成26年７～９月）分
6,055

港湾局 開発調整担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　日本海事新聞の購入にかかる経費の支出について　第２四半期（平成26年7～9月）分
12,150

港湾局 計画担当 平成26年10月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 戦略港湾担当業務用　東京ビッグサイトへの出張旅費の支出について（９／１１～１２　東京都　江東区）
76,320

港湾局 計画担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 港湾調査用　港湾統計調査データ作成処理業務委託　長期継続（平成２６年９月分）に係る経費の支出について
1,166,400

港湾局 計画担当 平成26年10月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 計画担当業務用　「平成２６年版　港湾小六法」の購入にかかる経費の支出について
16,200

港湾局 計画担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 港湾調査用　港湾統計調査データ出力システム用機器長期借入（その２）（平成２６年９月分）使用料の支出について
35,640

港湾局 計画担当 平成26年10月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　分担金 貨物集貨策用 国際コンテナ戦略港湾の実現に向けた事業の実施に係る事業分担金の支出について（４月～９月分）
735,927

港湾局 計画担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　平成２６年度産経新聞の購入に係る経費の支出について（平成２６年７月～平成２６年９月分）
12,111

港湾局 計画担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　平成２６年度読売新聞の購入経費の支出について（平成２６年７月～平成２６年９月分）
12,111

港湾局 計画担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　平成２６年度毎日新聞購入に係る経費の支出について（平成２６年７月～平成２６年９月分）
12,111

港湾局 計画担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　平成２６年度朝日新聞ほか１点購入に係る経費の支出について（平成２６年７月～平成２６年９月分）
25,638

港湾局 計画担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 旅費　普通旅費 計画担当業務用　徳島県庁への出張旅費の支出について（１０／３０　徳島県　徳島市）
4,340

港湾局 計画担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 港湾調査用　保護データファイルの保管及び集配業務委託　長期継続（平成２６年９月度分）に係る経費の支出について
9,504

港湾局 計画担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 計画担当業務用　近接地出張旅費の支出について（平成２６年度９月分）
15,800

港湾局 保全監理担当 平成26年10月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 委託料　委託料 防潮堤の耐震補強用　請第5067号 大正区鶴町4丁目（E-2）堤防工事に伴う設計業務委託 前払金の支出について
6,130,000

港湾局 保全監理担当 平成26年10月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 委託料　委託料 防潮堤の耐震補強用　請第5068号 港区港晴5丁目（A-21）堤防工事に伴う設計業務委託　前払金の支出について
8,130,000

港湾局 保全監理担当 平成26年10月15日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 旅費　普通旅費 26-5600号に伴う鋼矢板材料検査に係る出張旅費の支出について（請負工事監督業務用）
65,120

港湾局 保全監理担当 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 設計業務用　陽画焼付等（上半期）請負（単価契約）8月分(設計)にかかる経費の支出について
18,315

港湾局 保全監理担当 平成26年10月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 委託料　委託料 防潮堤の耐震補強用　請第5069号　大正区鶴町1丁目（E-13）堤防工事に伴う設計業務委託　経費の支出について（前払金）
8,000,000

港湾局 保全監理担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 保全監理担当（設計）用（工事管理用）　近接地出張旅費の支出について（9月分）
1,440

港湾局 保全監理担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 工事請負費　改修工事費 堤防補修用　請第5620号　此花区北港入堀南岸堤防補修工事（その３）にかかる完成払金の支出について
5,019,716

港湾局 保全監理担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 工事請負費　改修工事費 堤防補修用　請第5620号　此花区北港入堀南岸堤防補修工事（その３）にかかる完成払金の支出について
119,050,000

港湾局 保全監理担当 平成26年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 委託料　委託料 防潮堤の耐震補強用　請第5602号　大正区福町堀堤防工事（その３）前払金の支出について
690,000

港湾局 保全監理担当 平成26年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 工事請負費　新規工事費 防潮堤の耐震補強用　請第5602号　大正区福町堀堤防工事（その３）前払金の支出について
65,360,000

港湾局 保全監理担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　新規工事費 舗装新設用　平成26年度請第8630号　夢洲4区域内舗装新設工事[待機レーン整備](その2)にかかる前払金の支出について
17,460,000

港湾局 保全監理担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　新規工事費 舗装新設用　平成26年度請第8630号　夢洲4区域内舗装新設工事[待機レーン整備](その2)にかかる前払金の支出について
9,920,000

港湾局 保全監理担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 委託料　委託料 防潮堤の耐震補強用　請第5062号　大正区南恩加島6丁目（D-19）堤防工事に伴う設計業務委託　前払金の支出について
5,920,000

港湾局 保全監理担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 委託料　委託料 防潮堤の耐震補強用　請第5065号　大正区鶴町1丁目（E-11）堤防工事に伴う設計業務委託　前払金の支出について
6,020,000

港湾局 環境整備担当 平成26年10月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 環境整備担当業務用　一般財団法人みなと総合研究財団への出張旅費の支出について（９／９　東京都港区）
28,500

港湾局 環境整備担当 平成26年10月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内等出張に伴う交通費（９月分）の支出について
2,420

港湾局 設備担当 平成26年10月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　ポリウレタン樹脂系上塗塗料ほか６点買入にかかる経費の支出について
57,672

港湾局 設備担当 平成26年10月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　建物修繕料 ４７Ｅ－５　緑地管理事務所事務室空調機修繕の経費の支出について（庁舎管理用）
361,395

港湾局 設備担当 平成26年10月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ポリウレタン樹脂系上塗塗料ほか６点買入にかかる経費の支出について
260,928

港湾局 設備担当 平成26年10月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 工事請負費　改修工事費 港湾施設維持管理用（工事前払金）平成26年度　請3100号　平林4号水門補修工事にかかる経費の支出について
5,400,000

港湾局 設備担当 平成26年10月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　絶縁抵抗計ほか2点の買入にかかる経費の支出について（直営電気-12）
87,804

港湾局 設備担当 平成26年10月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　引掛型電源函ほか３点買入にかかる経費の支出について
54,648

港湾局 設備担当 平成26年10月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　建物修繕料 ４７Ｅ－４　防災保安事務所２階事務室空調機修繕の経費の支出について（庁舎管理用）
126,000

港湾局 設備担当 平成26年10月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　備品修繕料 直営施工用　帯鋸修繕にかかる経費の支出について
27,000

港湾局 設備担当 平成26年10月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ４７Ａ－１０　ガス給湯器用リモコンの買入にかかる経費の支出について(庁舎管理用)
11,721

港湾局 設備担当 平成26年10月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 陽画焼付等（上半期）請負（単価契約）8月分［機械担当］の支出について　機械設備設計用
2,970

港湾局 設備担当 平成26年10月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　可逆式電磁開閉器の買入にかかる経費の支出について（直営電気-13）
6,372

港湾局 設備担当 平成26年10月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 電気設備維持管理用　タイヤ修繕（その２）にかかる経費の支出について（直営電気-車2)
19,440
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港湾局 設備担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 原材料費　工事材料費 直営施工用　鋼板ほか３点買入にかかる経費の支出について
12,636

港湾局 設備担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ｱﾙﾐｸﾗﾝﾌﾟ管ﾀﾞﾌﾞﾙほか7点買入にかかる経費の支出について
28,674

港湾局 設備担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ｱﾙﾐｸﾗﾝﾌﾟ管ﾀﾞﾌﾞﾙほか7点買入にかかる経費の支出について
26,406

港湾局 設備担当 平成26年10月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　ｱﾙﾐｸﾗﾝﾌﾟ管ﾀﾞﾌﾞﾙほか7点買入にかかる経費の支出について
238,518

港湾局 設備担当 平成26年10月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直営施工用　鋼板ほか３点買入にかかる経費の支出について
68,040

港湾局 設備担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　船車修繕料 直営施工用　「北斗」燃料噴射ポンプ修繕にかかる経費の支出について
128,374

港湾局 設備担当 平成26年10月15日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　操船椅子ほか２点買入にかかる経費の支出について
59,184

港湾局 設備担当 平成26年10月15日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　キャブレター部品の買入にかかる経費の支出について（直営電気-14)
9,752

港湾局 設備担当 平成26年10月15日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 ４７Ｃ－１５　機械担当業務用　消防設備士講習（消火設備）会費の支出について
7,000

港湾局 設備担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　Ｙ型ストレーナーほか１９点買入れに係る経費の支出について
45,468

港湾局 設備担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　Ｙ型ストレーナーほか１９点買入れに係る経費の支出について
121,035

港湾局 設備担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 直営施工用　廃油処理業務委託にかかる経費の支出について
12,873

港湾局 設備担当 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 直営施工用　廃油処理業務委託にかかる経費の支出について
19,311

港湾局 設備担当 平成26年10月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 設備担当（電気）業務用　消防設備士法定講習会受講料の支出について
7,000

港湾局 設備担当 平成26年10月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 庁舎管理用　請第３０００号　平成26年度鶴町基地内事務所清掃業務委託の経費の支出について(９月分)
226,098

港湾局 設備担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　ゴムホースセットほか４点買入にかかる経費の支出について
86,119

港湾局 設備担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ４７Ａ－１４　機械担当業務用　交換用カートリッジ買入にかかる経費の支出について
18,144

港湾局 設備担当 平成26年10月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 (電事‐1)ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ(港湾局)買入経費の支出について(単価契約9月分　鶴町電気事務所管理用)
6,562

港湾局 設備担当 平成26年10月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車維持管理用　小型乗用自動車外２件修繕にかかる経費の支出について
32,184

港湾局 設備担当 平成26年10月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車維持管理用　小型乗用自動車外２件修繕にかかる経費の支出について
18,792

港湾局 設備担当 平成26年10月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 電気設備請負用（請第３５０２号）大阪文化館自動火災報知設備更新工事にかかる経費の支出について（工事前払金）
10,110,000

港湾局 設備担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　排気／冷却水ミキシング管ほか３点買入れにかかる経費の支出について
289,170

港湾局 設備担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　三方ボールバルブほか１２点買入にかかる経費の支出について
9,720

港湾局 設備担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　三方ボールバルブほか１２点買入にかかる経費の支出について
41,126

港湾局 設備担当 平成26年10月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　三方ボールバルブほか１２点買入にかかる経費の支出について
87,112

港湾局 設備担当 平成26年10月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　三方ボールバルブほか１２点買入にかかる経費の支出について
191,528

港湾局 設備担当 平成26年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　高圧ナトリウムランプの買入にかかる経費の支出について（直営電気-15)
14,040

港湾局 設備担当 平成26年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　工業用ガス（９月分）買入にかかる経費の支出について
13,176

港湾局 設備担当 平成26年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営施工用　免税軽油（９月分）買入にかかる経費の支出について
30,888

港湾局 設備担当 平成26年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 陽画焼付等（上半期）請負（単価契約）9月分〔電気担当〕の支出について　電気設備設計用
7,807

港湾局 設備担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　軸受メタルセットほか４点買入れにかかる経費の支出について
211,798

港湾局 設備担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ４７Ａ－１５　機械担当業務用　防炎長袖シャツほか７点買入にかかる経費の支出について
95,904

港湾局 設備担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 自動車維持管理用　自動車継続検査受験諸費用（なにわ100す5925）の支出について
1,100

港湾局 設備担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　損害保険料 自動車維持管理用　自動車継続検査受験諸費用（なにわ100す5925）の支出について
24,040

港湾局 設備担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 公課費　公課費 自動車維持管理用　自動車継続検査受験諸費用（なにわ100す5925）の支出について
24,600

港湾局 施設管理担当 平成26年10月07日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営工事用　建設機械借入（バックホウ）にかかる経費の支出について
71,280

港湾局 施設管理担当 平成26年10月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 近接地出張交通費の支出について（平成２６年８月分）　緑地維持管理用
1,000

港湾局 施設管理担当 平成26年10月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用）
7,462

港湾局 施設管理担当 平成26年10月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 天然ガス（８月分）の買入及び同経費の支出について（直営工事施工用）
6,636

港湾局 施設管理担当 平成26年10月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用）
283,540

港湾局 施設管理担当 平成26年10月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 建設機械借入（車両関係）（８月分）の実施にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
177,552

港湾局 施設管理担当 平成26年10月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 建設機械借入（重機関係）（８月分）の実施にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
138,240

港湾局 施設管理担当 平成26年10月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用）
37,308

港湾局 施設管理担当 平成26年10月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 建設機械借入（車両関係）（８月分）の実施にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
9,828

港湾局 施設管理担当 平成26年10月08日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　ポートタウン緑地等電気料金（臨時電灯）（９月分）の支出について
1,944

港湾局 施設管理担当 平成26年10月08日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 負担金、補助及交付金　分担金 臨港道路維持管理用　コスモスクエア駅ほか売店等にかかる電気・水道設備使用料負担金（平成26年度上半期分）の支出について
689,085

港湾局 施設管理担当 平成26年10月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９１０号　亜鉛メッキ面用スプレーの買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
46,137

港湾局 施設管理担当 平成26年10月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 アスファルト混合物（８月分）の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
51,840
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港湾局 施設管理担当 平成26年10月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 再生クラッシャラン・鉄鋼スラグ（８月分）の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
22,032

港湾局 施設管理担当 平成26年10月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 緑地維持管理用　ドラム軽油購入費用の支出について（９月分）
37,308

港湾局 施設管理担当 平成26年10月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　コスモスクエア海浜緑地等電気料金（９月分）の支出について
712,054

港湾局 施設管理担当 平成26年10月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設電気料金（９月分）の支出について
1,053,244

港湾局 施設管理担当 平成26年10月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０４号等　竹熊手ほか３点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用・事務所等管理用）
24,300

港湾局 施設管理担当 平成26年10月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０４号等　竹熊手ほか３点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用・事務所等管理用）
6,264

港湾局 施設管理担当 平成26年10月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 ペデストリアンデッキ・歩道橋等維持管理用　ぺデストリアンデッキ電気料金９月分の支出について
963,407

港湾局 施設管理担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　ポートタウン緑地等電気料金（９月分）の支出について
741,438

港湾局 施設管理担当 平成26年10月15日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９１０号　被覆アーク溶接棒（軟鋼用）ほか４点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
110,224

港湾局 施設管理担当 平成26年10月15日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０５－４号　歩車道境界ブロックの買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
71,280

港湾局 施設管理担当 平成26年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 救急薬品の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用）
52,412

港湾局 施設管理担当 平成26年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直９０１－２号　布両面テープの買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
75,600

港湾局 施設管理担当 平成26年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直９０１－２号　根切りチェーンソーほか１点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
30,240

港湾局 施設管理担当 平成26年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 備品購入費　機械器具費 直９０１－２号　根切りチェーンソーほか１点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
289,440

港湾局 施設管理担当 平成26年10月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０５－１・４号　止め釘①ほか１点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
32,616

港湾局 施設管理担当 平成26年10月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度「アーク溶接技術者に対する特別教育」の受講及び同経費の支出について　（緑地管理担当用）
10,800

港湾局 施設管理担当 平成26年10月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直９０１－２号　石筆ほか１点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
23,652

港湾局 施設管理担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　船車賃借料 職員輸送用　請６３０１号　職員輸送車借入の経費の支出について　９月分
37,044

港湾局 施設管理担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設上下水道料金（９月分）の支出について
19,971

港湾局 施設管理担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（９月分）の支出について
175,406

港湾局 施設管理担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設上下水道料金（９月分）の支出について
5,683

港湾局 施設管理担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（９月分）の支出について
1,563,389

港湾局 施設管理担当 平成26年10月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 ＬＰガス使用料（９月分）の支出について（事務所等管理用）
141,950

港湾局 施設管理担当 平成26年10月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬及び処理業務委託（その３）の実施にかかる経費の支出について（事務所等管理用）
131,760

港湾局 施設管理担当 平成26年10月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 臨港道路維持管理用　請９６３２号　道路管理システム用パソコン等機器一式長期借入経費（9月分）の支出について
16,740

港湾局 施設管理担当 平成26年10月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度「ガス溶接技能講習会」の受講及び同経費の支出について　（緑地管理担当用）
7,940

港湾局 施設管理担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 平成26年度　請第9610号　代行臨港道路（大阪港咲洲トンネル）管理業務委託経費（第3四半期：10月請求分）の支出について　トンネル維持管理用
86,915,000

港湾局 施設管理担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成26年度分　大阪港咲洲トンネル全日無料に伴う通行回数券の払戻しに関する支出事務委託経費（10月分）の支出について　トンネル維持管理用
35,000,000

港湾局 施設管理担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 施設ー車　施設管理担当普通特種自動車緊急修繕（その３）の実施にかかる経費の支出について（自動車等修繕用）
180,900

港湾局 施設管理担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 請第9605号　軽貨物自動車長期継続借入金の支出について（９月分）　臨港道路維持管理用
76,542

港湾局 施設管理担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・緑道等下水道料金（９月分）の支出について
170,634

港湾局 施設管理担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・緑道、新夕陽ヶ丘、在来緑地等電気料金（９月分）の支出について
850,676

港湾局 施設管理担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設電気料金（９月分）の支出について
7,631,941

港湾局 施設管理担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 原材料費　工事材料費 直営工事用　米松－１ほか４点買入にかかる経費の支出について
370,980

港湾局 施設管理担当 平成26年10月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　ラミネートフィルム－１ほか２１点買入にかかる経費の支出について
80,844

港湾局 施設管理担当 平成26年10月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 夢舞大橋維持管理用　夢舞大橋電気料金（９月分）の支出について
872,608

港湾局 施設管理担当 平成26年10月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 請第９０００号　平成２６年度第二突堤基地庁舎清掃業務委託の実施にかかる経費の支出について（９月分）（事務所等管理用）
397,535

港湾局 施設管理担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 平成26年度請第9618号　平成26年度夢咲トンネル維持管理業務委託経費の支出について　トンネル維持管理用第2回中間払
65,700,000

港湾局 施設管理担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 平成26年度請第9603号　平成26年度道路維持（道路清掃等）業務委託（その２）　臨港道路維持管理用　（第1回部分払）
4,790,000

港湾局 施設管理担当 平成26年10月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 請６０６５号　緑地管理事務所清掃業務委託（８・９月分）の支出について（事務所等管理用）
140,000

港湾局 施設管理担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営工事用　建設機械借入（15tセルフ台車）にかかる経費の支出について
19,440

港湾局 施設管理担当 平成26年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 近接地出張交通費の支出について（平成２６年９月分）　緑地維持管理用
1,200

港湾局 施設管理担当 平成26年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９１２－１号　エキスパンドメタルの買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
36,288

港湾局 施設管理担当 平成26年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 アスファルト混合物（９月分）の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
51,300

港湾局 施設管理担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 施設管理用　中央突堤臨港緑地駐車場入口カーゲート制御基板ほか1点買入にかかる経費の支出について
75,600

港湾局 施設管理担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 請第9608号　平成26年度咲洲及び舞洲域内等警備業務委託（９月分）の経費の支出について（道路維持管理用）
70,000

港湾局 施設管理担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 請第9608号　平成26年度咲洲及び舞洲域内等警備業務委託（９月分）の経費の支出について（道路維持管理用）
790,000

港湾局 施設管理担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 請第9608号　平成26年度咲洲及び舞洲域内等警備業務委託（９月分）の経費の支出について（道路維持管理用）
140,000
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港湾局 施設管理担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 請第9608号　平成26年度咲洲及び舞洲域内等警備業務委託（９月分）の経費の支出について（道路維持管理用）
3,830,000

港湾局 施設管理担当 平成26年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（９月分）施設管理担当用
4,000

港湾局 施設管理担当 平成26年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０４号　道路案内標識用シールの買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
203,040

港湾局 施設管理担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 緑地維持管理用　咲洲運河（ポンプ場及び緊急電話）電話料金（９月分）の支出について
5,524

港湾局 施設管理担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 臨港道路維持管理用　夢舞大橋専用回線使用料（１０月分）（Ｈ26.9.1～Ｈ26.9.30）の支出について
8,164

港湾局 施設管理担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 臨港道路維持管理用　道路施設専用回線使用料（１０月分）（Ｈ26.9.1～Ｈ26.9.30）の支出について
76,545

港湾局 施設管理担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 咲洲トンネル維持管理用　大阪港咲洲トンネル通行回数券再委託販売手数料の支出について（平成２６年度第２四半期分）
300,000

港湾局 施設管理担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 負担金、補助及交付金　分担金 緑地維持管理用　舞洲緑地（第２電気室）にかかる電気使用料相当額分担金の支出について（平成26年4月～8月分）
2,363,650

港湾局 施設管理担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 施設ー車　施設管理担当軽貨物自動車緊急修繕（その１）の実施にかかる経費の支出について（自動車等修繕用）
41,266

港湾局 施設管理担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 臨港道路維持管理用　道路管理システム用光ケーブル回線使用料（Ｈ26.9.1～Ｈ26.9.30）の支出について
5,367

港湾局 施設管理担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 新木津川大橋住之江側貯水槽内汚泥除去及び収集運搬にかかる経費の支出について（橋梁維持管理点検補修用）
399,600

港湾局 振興担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 港湾労働者施設管理用　南港コンテナふ頭トイレ外８か所清掃業務委託経費の支出について（８月分）
61,878

港湾局 振興担当 平成26年10月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 委託料　委託料 港湾労働者施設管理用　南港コンテナふ頭トイレ外８か所清掃業務委託経費の支出について（８月分）
9,167

港湾局 振興担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 報償費　報償金 港湾労働者福利厚生用　大阪市港湾局指定管理予定者選定委員会専門委員報償金の経費の支出について
16,005

港湾局 振興担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 港湾労働者施設管理用　平成26年度港湾労働者休憩所業務代行料の経費の支出について　（第３四半期分）
551,000

港湾局 振興担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 報償費　報償金 港湾労働者福利厚生用　大阪市港湾局指定管理予定者選定委員会専門委員報償金の経費の支出について
16,005

港湾局 振興担当 平成26年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 需用費　消耗品費 クルーズ客船の誘致・受入業務用　職員の海外出張にかかる記念品の購入にかかる経費の支出について
90,720

港湾局 振興担当 平成26年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 需用費　消耗品費 クルーズ客船の誘致・受入業務用　職員の海外出張にかかる記念品の購入にかかる経費の支出について
27,216

港湾局 振興担当 平成26年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　筆耕翻訳料 クルーズ客船の誘致・受入業務用　イギリス・スペインにおける客船誘致活動に伴う通訳業務委託にかかる経費の支出について
200,000

港湾局 工務担当 平成26年10月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 港湾施設維持管理用　経年クレーンの特別査定指針買入経費の支出について
719

港湾局 工務担当 平成26年10月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システムネットワーク回線使用料(平成26年8月分)の支出について（港湾業務情報システム用）
366,668

港湾局 工務担当 平成26年10月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　請第1077号　港湾業務情報システム用パソコン等機器一式　長期借入（9月分）の経費の支出について
133,272

港湾局 工務担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 観測システム用　平成２６年度　気象・海象観測通信機器設置契約の更新及び同賃料の支出について(11月分)
3,938

港湾局 防災保安担当 平成26年10月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 施設管理用　防草シートほか４点の買入にかかる経費の支出について
81,648

港湾局 防災保安担当 平成26年10月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 施設管理用　防草シートほか４点の買入にかかる経費の支出について
32,292

港湾局 防災保安担当 平成26年10月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 施設管理用　請第１８００号　平成２６年度第二突堤基地警備業務委託料の支出について（平成２６年８月分）
461,240

港湾局 防災保安担当 平成26年10月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 施設管理用　除草剤ほか１点の買入にかかる経費の支出について
117,612

港湾局 防災保安担当 平成26年10月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 施設管理用　刈払機替刃ほか２点の買入にかかる経費の支出について
2,187

港湾局 防災保安担当 平成26年10月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 施設管理用　刈払機替刃ほか２点の買入にかかる経費の支出について
24,084

港湾局 防災保安担当 平成26年10月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　防災保安担当自動車修繕業務委託（その１）にかかる経費の支出について
75,276

港湾局 防災保安担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 防災施設維持管理用　常吉ポンプ場稼働状況通信回線料の支出について（平成２６年９月分）
2,703

港湾局 防災保安担当 平成26年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　防災保安担当自動車法定点検整備業務委託（その２）にかかる経費の支出について
33,543

港湾局 防災保安担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 防災施設管理用　大阪港防潮扉集中監視装置用インターネット回線料の支出について（平成２６年８月分）
33,912

港湾局 防災保安担当 平成26年10月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 （保安対策用）市内出張等交通費（９月分）の支出について
3,320

港湾局 防災保安担当 平成26年10月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 請第９６９２号　大阪港ポートセキュリティカード発行機長期借入にかかる経費の支出について（９月分）　保安対策用
52,342

港湾局 防災保安担当 平成26年10月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 請第９６８９号　軽貨物自動車の借入にかかる経費の支出について（９月分）　保安対策用
23,004

港湾局 防災保安担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 防災施設管理用　大阪港防潮扉集中監視装置用ＭＣＡ無線利用料の支出について（平成２６年１０月分）
306,504

港湾局 防災保安担当 平成26年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 施設管理用　ゴムシートの買入にかかる経費の支出について
48,600

港湾局 防災保安担当 平成26年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 防災保安巡視用　請１８０４号　防災保安用軽自動車長期借入にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
64,800

港湾局 防災保安担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 防災施設維持管理用　防災施設専用通信回線料の支出について（平成２６年９月分）
14,320

港湾局 防災保安担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　防災保安担当車両タイヤ補修経費の支出について（９月分）
41,472

港湾局 防災保安担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 携帯電話料金（ＮＴＴドコモ）の支出について（９月分）　保安対策用
805

港湾局 防災保安担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 保安対策用　請第９６８０号　重要国際埠頭施設警備業務委託の委託料の支出について（９月分）
23,716,800

港湾局 海務担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成26年8月分）の支出について　維－４
8,060

港湾局 海務担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成26年8月分）の支出について　維－５
379

港湾局 海務担当 平成26年10月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　工業用ガス（８月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
15,984

港湾局 海務担当 平成26年10月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　切断砥石ほか４点買入にかかる経費の支出について
68,040

港湾局 海務担当 平成26年10月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（８月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
15,444
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港湾局 海務担当 平成26年10月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（８月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
200,772

港湾局 海務担当 平成26年10月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（８月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
61,776

港湾局 海務担当 平成26年10月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（８月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
46,332

港湾局 海務担当 平成26年10月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（８月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
30,888

港湾局 海務担当 平成26年10月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（８月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
77,220

港湾局 海務担当 平成26年10月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（８月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
77,220

港湾局 海務担当 平成26年10月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（８月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
355,212

港湾局 海務担当 平成26年10月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 港湾事業一般管理用　平成26年度瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会会費の支出について
60,000

港湾局 海務担当 平成26年10月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営工事用　４サイクル用エンジンオイル買入にかかる経費の支出について
8,100

港湾局 海務担当 平成26年10月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（８月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
370,656

港湾局 海務担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託の経費の支出について（平成26年8月分）
3,038,832

港湾局 海務担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託の経費の支出について（平成26年8月分）
2,110,301

港湾局 海務担当 平成26年10月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　プラスチック丸ブイ買入にかかる経費の支出について
45,900

港湾局 海務担当 平成26年10月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　合板ほか１点買入にかかる経費の支出について
7,398

港湾局 海務担当 平成26年10月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 直営業務用　溶接技能者資格サーベイランス申請経費の支出について
5,160

港湾局 海務担当 平成26年10月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機等長期借入経費（平成２６年８月分）の支出について
145,886

港湾局 海務担当 平成26年10月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託の経費の支出について（平成26年8月分）
10,720,325

港湾局 海務担当 平成26年10月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機等長期借入経費（平成２６年８月分）の支出について
15,380

港湾局 海務担当 平成26年10月07日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 旅費　普通旅費 給水事業用　全国船舶給水主管者会議総会への出張旅費の支出について（平成26年10月9日開催）
22,200

港湾局 海務担当 平成26年10月07日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 負担金、補助及交付金　会費 給水事業用　全国給水主管者会議総会にかかる会費の支出について（平成26年10月9日開催）
5,000

港湾局 海務担当 平成26年10月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　竹ほか１点買入にかかる経費の支出について
4,320

港湾局 海務担当 平成26年10月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　竹ほか１点買入にかかる経費の支出について
27,216

港湾局 海務担当 平成26年10月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　ソケットレンチ・ツールセット買入にかかる経費の支出について
6,296

港湾局 海務担当 平成26年10月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　工具買入にかかる経費の支出について
150,465

港湾局 海務担当 平成26年10月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 備品購入費　機械器具費 直営工事用　工具買入にかかる経費の支出について
175,284

港湾局 海務担当 平成26年10月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 備品購入費　機械器具費 直営工事用　工具買入にかかる経費の支出について
48,060

港湾局 海務担当 平成26年10月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営工事用　工具買入にかかる経費の支出について
38,934

港湾局 海務担当 平成26年10月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　ロックライターほか９点買入にかかる経費の支出について
41,148

港湾局 海務担当 平成26年10月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　感熱記録紙買入にかかる経費の支出について
35,100

港湾局 海務担当 平成26年10月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　潤滑油買入にかかる経費の支出について
120,960

港湾局 海務担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料金の支出について（平成26年9月請求分）　維－1
22,996

港湾局 海務担当 平成26年10月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 港湾事業一般管理用（海務担当（海務））　咲洲トンネル回数通行券の買入（その２）の経費の支出について
37,500

港湾局 海務担当 平成26年10月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　ルーズリーフほか３点買入にかかる経費の支出について
680

港湾局 海務担当 平成26年10月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　ルーズリーフほか３点買入にかかる経費の支出について
842

港湾局 海務担当 平成26年10月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　ルーズリーフほか３点買入にかかる経費の支出について
2,722

港湾局 海務担当 平成26年10月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　ルーズリーフほか３点買入にかかる経費の支出について
5,054

港湾局 海務担当 平成26年10月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営業務用　ボールベアリングほか４点買入にかかる経費の支出について
13,100

港湾局 海務担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 巡視業務用　ヘルメットの買入にかかる経費の支出について
18,370

港湾局 海務担当 平成26年10月15日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　LED灯ろう・発光式浮玉・標識灯の買入にかかる経費の支出について
355,557

港湾局 海務担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用　プロパンガス使用料の支出について（９月分）
7,037

港湾局 海務担当 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　ＬＥＤライト買入れにかかる経費の支出について
2,322

港湾局 海務担当 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　ＬＥＤライト買入れにかかる経費の支出について
2,322

港湾局 海務担当 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 直営業務用　切手の買入にかかる経費の支出について
8,680

港湾局 海務担当 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システム用　インターネット回線使用料（平成26年8月分）の支出について
25,056

港湾局 海務担当 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営業務用　ＬＥＤライト買入れにかかる経費の支出について
2,322

港湾局 海務担当 平成26年10月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営業務用　電源延長コード買入にかかる経費の支出について
1,782

港湾局 海務担当 平成26年10月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営業務用　ベアリングほか１点買入にかかる経費の支出について
7,149

港湾局 海務担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 給水事業用　残留塩素検査薬の買入にかかる経費の支出について
7,344



平成26年度（平成26年10月）　公金支出情報

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

港湾局 海務担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 給水事業用　殺菌消毒剤の買入にかかる経費の支出について
10,368

港湾局 海務担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 （給水事業用、渡船事業用、巡視業務用）水道使用料の支出について（９月分）
2,052

港湾局 海務担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 （給水事業用、渡船事業用、巡視業務用）水道使用料の支出について（９月分）
2,569

港湾局 海務担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 原材料費　船舶給水料 （給水事業用、渡船事業用、巡視業務用）水道使用料の支出について（９月分）
973,548

港湾局 海務担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成26年9月分）の支出について　維－２
3,035

港湾局 海務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 給水事業用、巡視業務用及び総務担当施設管理用　電気使用料の支出について（９月分）
18,550

港湾局 海務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 給水事業用、巡視業務用及び総務担当施設管理用　電気使用料の支出について（９月分）
86,621

港湾局 海務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成26年9月分）の支出について（維－３）
10,313

港湾局 海務担当 平成26年10月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 給水事業用、巡視業務用及び総務担当施設管理用　電気使用料の支出について（９月分）
2,878

港湾局 海務担当 平成26年10月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　チェーンソー替刃ほか１８点買入にかかる経費の支出について
30,348

港湾局 海務担当 平成26年10月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　チェーンソー替刃ほか１８点買入にかかる経費の支出について
49,096

港湾局 海務担当 平成26年10月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　チェーンソー替刃ほか１８点買入にかかる経費の支出について
4,320

港湾局 海務担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 負担金、補助及交付金　会費 海務担当一般業務用　第48回国際ＶＨＦ無線電話運営協議会会費の支出について
4,000

港湾局 海務担当 平成26年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　安全長靴ほか７点買入にかかる経費の支出について
32,184

港湾局 海務担当 平成26年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　安全長靴ほか７点買入にかかる経費の支出について
7,452

港湾局 海務担当 平成26年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　安全長靴ほか７点買入にかかる経費の支出について
13,154

港湾局 海務担当 平成26年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営業務用　安全長靴ほか７点買入にかかる経費の支出について
18,284

港湾局 海務担当 平成26年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　空気タンクエアチャージ買入にかかる経費の支出について
31,104

港湾局 海務担当 平成26年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　Ａ重油（９月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
38,318

港湾局 海務担当 平成26年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（９月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
77,220

港湾局 海務担当 平成26年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（９月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
277,992

港湾局 海務担当 平成26年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　Ａ重油（９月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
689,731

港湾局 海務担当 平成26年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（９月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
200,772

港湾局 海務担当 平成26年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（９月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
926,640

港湾局 海務担当 平成26年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（９月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
15,444

港湾局 海務担当 平成26年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（９月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
46,332

港湾局 海務担当 平成26年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（９月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
46,332

港湾局 海務担当 平成26年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（９月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
154,440

港湾局 海務担当 平成26年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 施設管理用　請９３０３号　平成26年度鶴町基地警備業務委託の経費の支出について（制限付一般競争入札）(９月分）
515,504

港湾局 海務担当 平成26年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 請第９３１１号　水深選択ソフト用パソコン等機器一式の支出について　長期借入（９月分）
14,070

港湾局 海務担当 平成26年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営工事用　請９３０１号　軽貨物自動車長期継続借入（９月分）の経費の支出について
23,652

港湾局 海務担当 平成26年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（９月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
108,108

港湾局 海務担当 平成26年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 直営業務用　Ａ重油（９月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
38,319

港湾局 海務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 係留施設経営事業用　トチカン及びロープの買入れの経費の支出について
89,640

港湾局 海務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用及び巡視業務用　免税軽油の買入にかかる経費の支出について（９月分）
46,656

港湾局 海務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用及び巡視業務用　免税軽油の買入にかかる経費の支出について（９月分）
198,288

港湾局 海務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成26年9月分）の支出について　維－４
8,435

港湾局 海務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 携帯電話使用料の支出について（９月分）埠頭現場連絡用
61

港湾局 海務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 港内清掃事業用　請第1511号　平成26年度大阪港内清掃作業業務委託の実施及び同経費の支出について（平成26年9月分）
2,158,000

港湾局 海務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託設計変更の経費の支出について（平成26年9月分）
3,038,832

港湾局 海務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託設計変更の経費の支出について（平成26年9月分）
2,110,301

港湾局 海務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 給水事業用　南港Ｌ岸壁及び天保山岸壁船舶給水業務委託料（９月分）の支出について
19,008

港湾局 海務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 港内清掃事業用　請第1513号　平成26年度大阪港内水域発生一般廃棄物収集運搬業務委託の経費の支出について（4月から9月分）
1,730,794

港湾局 海務担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 直営業務用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
2,240

港湾局 海務担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機等長期借入経費（平成２６年９月分）の支出について
145,886

港湾局 海務担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 港湾事業一般管理用（海務担当（海務）　ＥＴＣ利用高速道路通行料（平成26年8月分）の経費の支出について
1,440

港湾局 海務担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 需用費　光熱水費 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎51階機器室電気料金（平成26年8月分）の支出について
31,152

港湾局 海務担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託設計変更の経費の支出について（平成26年9月分）
10,720,325
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港湾局 海務担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機等長期借入経費（平成２６年９月分）の支出について
15,380

港湾局 海務担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎における府有財産設置契約（44階事務室）経費の支出について（平成26年11月分）
168,542

港湾局 海務担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎における府有財産施設設置契約経費の支出について（平成26年11月分）
184,248

港湾局 総務担当 平成26年10月01日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機長期借入にかかるコピー代金の支出について（平成26年8月分）　職員事務用
223,683

港湾局 総務担当 平成26年10月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 広報・報道用　国際物流総合展の出展に伴う東京出張旅費の支出について（9/10 東京都江東区）
29,260

港湾局 総務担当 平成26年10月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 需用費　印刷製本費 普及宣伝用「大阪港案内２０１４／２０１５」編集・印刷業務委託にかかる経費の支出について
682,560

港湾局 総務担当 平成26年10月06日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 庁内情報システム用プリンターインクカートリッジ（ブラック）ほか９点買入経費の支出について
96,716

港湾局 総務担当 平成26年10月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 総務事務用　国会便覧（平成26年8月新版）の購入にかかる経費の支出について
2,931

港湾局 総務担当 平成26年10月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内出張にかかる交通費の支出について（平成26年8月分）
1,280

港湾局 総務担当 平成26年10月15日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　インバーター安定器買入経費の支出について
18,802

港湾局 総務担当 平成26年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　特別旅費 国際交流用　海外出張に伴う旅費の支出について（オーストラリア・メルボルン）
625,480

港湾局 総務担当 平成26年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 需用費　食糧費 国際交流用　オーストラリア・メルボルン出張に伴う経費の支出について
56,000

港湾局 総務担当 平成26年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　通信運搬費 国際交流用　オーストラリア・メルボルン出張に伴う経費の支出について
5,000

港湾局 総務担当 平成26年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　通信運搬費 国際交流用　オーストラリア・メルボルン出張に伴う経費の支出について
2,000

港湾局 総務担当 平成26年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　手数料 国際交流用　オーストラリア・メルボルン出張に伴う経費の支出について
12,600

港湾局 総務担当 平成26年10月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪港普及宣伝用　大阪港見学会の実施にかかる貸切船舶のよう船料の支出について
518,400

港湾局 総務担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 庁舎維持管理用　港湾局ＡＴＣ庁舎賃料及び共益費の支出について（平成26年11月分）
192,423

港湾局 総務担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　ＡＴＣ駐車場使用料の支出について（平成26年度11月分）
220,527

港湾局 総務担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 庁舎維持管理用　港湾局ＡＴＣ庁舎賃料及び共益費の支出について（平成26年11月分）
15,789,141

港湾局 総務担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 労働安全衛生法による特別教育（チェーンソー作業者）用テキストの購入経費の支出について
36,642

港湾局 総務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 平成26年9月分　公舎電気使用料の支出について（庁舎維持管理用）
19,463

港湾局 総務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報用　庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成26年9月分）【平成23年度契約分】
422,752

港湾局 総務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報用　庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成26年9月分）【平成24年度契約分】
53,141

港湾局 総務担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用　回線使用料の支出について（平成26年9月分）
29,367

港湾局 総務担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　港湾局ＡＴＣ庁舎清掃業務委託に係る経費の支出について（平成26年9月分）
52,335

港湾局 総務担当 平成26年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞の購入にかかる経費の支出について　平成２６年７月～平成２６年９月分（第２四半期分）
12,111

港湾局 総務担当 平成26年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞の購入にかかる経費の支出について　平成２６年７月～平成２６年９月分（第２四半期分）
12,111

港湾局 総務担当 平成26年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　大阪日日新聞の購入にかかる経費の支出について　平成２６年７月～平成２６年９月分（第２四半期分）
6,150

港湾局 総務担当 平成26年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞の購入にかかる経費の支出について　平成２６年７月～平成２６年９月分（第２四半期分）
12,111

港湾局 総務担当 平成26年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞等の購入にかかる経費の支出について　平成２６年７月～平成２６年９月分（第２四半期分）
25,638

港湾局 総務担当 平成26年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　港湾局庁舎消火器具点検業務委託にかかる経費の支出について
234,419

港湾局 総務担当 平成26年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 電話機リース料の支出について（海上保全事務所・平成26年9月分）　庁舎維持管理用
8,421

港湾局 総務担当 平成26年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 港湾局事務用ファクシミリ長期借入にかかる経費の支出について（平成26年9月分）
43,260

港湾局 総務担当 平成26年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 需用費　印刷製本費 大阪港普及宣伝用　大阪港見学会しおり印刷にかかる経費の支出について
23,814

港湾局 総務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 港湾局庁舎（ＡＴＣ）にかかる光熱費の支出について（平成26年9月分）　庁舎維持管理用
287,164

港湾局 総務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 港湾局庁舎（ＡＴＣ）にかかる光熱費の支出について（平成26年9月分）　庁舎維持管理用
889,239

港湾局 総務担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機長期借入にかかるコピー代金の支出について（平成26年9月分）職員事務用
226,407

港湾局 総務担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成26年9月利用分・電気事務所）庁舎維持管理用
25,105

港湾局 総務担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成26年9月利用分・緑地管理事務所）庁舎維持管理用
20,093

港湾局 総務担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成26年9月利用分・ＡＴＣ庁舎）　庁舎維持管理用
164,089

港湾局 経営監理担当 平成26年10月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 調達事務用　地方公共団体契約実務の要点追録ほか１点買入（概算契約）にかかる経費の支出について（62～65号分）
9,080

港湾局 経営監理担当 平成26年10月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 調達事務用　地方公共団体契約実務の要点追録ほか１点買入（概算契約）にかかる経費の支出について（129～132号分）
8,112

港湾局 経営監理担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,598

港湾局 経営監理担当 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内出張に伴う交通費（８・９月分）の支出について
1,120

港湾局 経営監理担当 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
907

港湾局 経営監理担当 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,321

港湾局 経営監理担当 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,129

港湾局 経営監理担当 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
13,348
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港湾局 経営監理担当 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
248

港湾局 経営監理担当 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,261

港湾局 経営監理担当 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,620

港湾局 経営監理担当 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,090

港湾局 経営監理担当 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,261

港湾局 経営監理担当 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,921

港湾局 経営監理担当 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,620

港湾局 経営監理担当 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
82

港湾局 経営監理担当 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
240

港湾局 経営監理担当 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,060

港湾局 経営監理担当 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
322

港湾局 経営監理担当 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
9,000

港湾局 経営監理担当 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,460

港湾局 経営監理担当 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,000

港湾局 経営監理担当 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,748

港湾局 経営監理担当 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,446

港湾局 経営監理担当 平成26年10月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内出張に伴う交通費（９月分）の支出について
2,020

港湾局 経営監理担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
8,524

港湾局 経営監理担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
106,417

港湾局 経営監理担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
33,594

港湾局 経営監理担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について
165,662

港湾局 経営監理担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について
35,738

港湾局 経営監理担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
43,417

港湾局 経営監理担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
31,997

港湾局 経営監理担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
13,063

港湾局 経営監理担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
756

港湾局 経営監理担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
27,744

港湾局 経営監理担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
18,623

港湾局 経営監理担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
31,377

港湾局 経営監理担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
4,566

港湾局 経営監理担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
9,459

港湾局 経営監理担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について
6,523

港湾局 経営監理担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
178,302

港湾局 経営監理担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について
11,279

港湾局 経営監理担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について
18,759

港湾局 経営監理担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
7,244

港湾局 経営監理担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
25,278

港湾局 経営監理担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
197,642

港湾局 経営監理担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
6,562

港湾局 経営監理担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
18,188

港湾局 経営監理担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
13,046

港湾局 監理調整担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 もと大阪南港魚つり園用電気代（高圧）の支出について（８月分）
129,949

港湾局 監理調整担当 平成26年10月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 野鳥園臨港緑地用電気代の支出について（9月分）
41,349

港湾局 監理調整担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 もと大阪南港魚つり園用電気代の支出について（9月分）
3,769

港湾局 監理調整担当 平成26年10月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 出張旅費の支出について(８月分市内出張旅費）事務連絡用
7,260

港湾局 監理調整担当 平成26年10月15日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 港湾事業用　行政委員会の府市共同設置に関する国土交通省港湾局及び東京都港湾局への出張旅費の支出について（９／２６　東京都千代田区、新宿区）
58,480

港湾局 監理調整担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 野鳥園臨港緑地用９月分水道代の支出について
3,957

港湾局 監理調整担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 もと大阪南港魚つり園用９月分水道代の支出について
76,960
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港湾局 監理調整担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 もと大阪南港魚つり園用９月分水道代の支出について
37,508

港湾局 監理調整担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 野鳥園臨港緑地用９月分水道代の支出について
2,482

港湾局 監理調整担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 もと大阪南港野鳥園用展望塔機械警備業務委託経費の支出について（第２四半期分）
32,400

港湾局 監理調整担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 もと大阪南港魚つり園用管理棟機械警備業務委託経費の支出について（第２四半期分）
29,160

港湾局 監理調整担当 平成26年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 出張旅費の支出について(９月分市内出張旅費）事務連絡用
2,300

港湾局 監理調整担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 報償費　報償金 野鳥園臨港緑地用　第１回事業者選定委員会委員報酬の支出について
16,565

港湾局 監理調整担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 報償費　報償金 野鳥園臨港緑地用　第１回事業者選定委員会委員報酬の支出について
16,745

港湾局 監理調整担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 もと大阪南港魚つり園用電気代（高圧）の支出について（９月分）
118,066

港湾局 監理調整担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 もと大阪南港魚つり園用運営業務委託料の支出について（第２四半期分）
1,652,670

港湾局 監理調整担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 港湾事業用　事例調査ための京浜港連携協議会（川崎市及び横浜市）への出張旅費の支出について
58,080

港湾局 監理調整担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 近接地出張交通費の支出について　9月分　港湾管理一元化関係業務用
3,880

港湾局 監理調整担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 郵便切手の購入経費の支出について（事務連絡用）
2,620

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
31,129

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
774

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,133,751

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
845,266

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
7,416

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,545,093

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,456

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,842

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,876,637

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
3,725

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,456

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,842

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,341,585

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,443,109

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,944

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,595,737

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,089,328

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,271

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
380

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
3,010

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,080

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,278,341

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
214,516

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,755,522

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,228

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,407

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,201,099

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,262,459

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,100,220

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,007

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,193,342

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,110

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
6,637

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
5,975,871

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
753

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
4,669
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会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
9,849

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,951,324

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
871

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
641,631

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
13,180,354

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
873

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
211,171

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
20,648

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
4,426,570

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
172,035

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
798,793

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
24,234

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
681,053

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,973,653

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,111,212

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
22,471

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
676,087

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
818,973

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,228

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
753,824

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
16,155

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,365,515

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
100,928

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,940,448

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
21,207

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
111,704

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,864

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
53,509

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
9,546

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
121,303

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
335,375

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
214,709

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
3,008,038

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,199,174

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
6,018,597

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,917,214

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
17,171

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,680,588

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,469,953

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
5,481,630

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
8,201,617

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
506,644

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
23,904

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
3,515

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
7,513

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
63,752

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,698

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
106,781
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会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
18,259

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
26,363,995

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
222,636

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
12,110

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,670,192

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
486,100

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
380

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
8,189,761

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
380

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
14,256

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
9,927

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
800

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
3,065

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
97,087

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
29,100

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,934

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
147,909

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
231,126

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,113,333

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
380

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
380

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
874,813

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
176,668

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,438

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
4,289

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,139,384

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
128,677

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,457

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
5,173

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
473

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,051

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,863

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
21,104

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,104

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,456

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
79,900

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
362,809

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
16,312,671

会計室 会計企画担当 平成26年10月01日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,294

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
250,562

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
940

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
1,630

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
4,122,459

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
236,547

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
745

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
146,121

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
851,710

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
441,575
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会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
2,271

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
537,557

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
4,259

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
467,952

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
625,645

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
667,199

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
440,231

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
1,158,501

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
885,227

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
442,998

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
1,721

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
446,354

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
879,053

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
454,363

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
702,102

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
550,531

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
1,315,928

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
240,627

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
2,341,404

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
940

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
1,526

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
14,508

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
142,851

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
446,164

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
564,028

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
2,889,966

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
1,555

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
1,273,933

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
405,825

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
956,112

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
814,468

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
1,161,662

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
739,342

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
125,317

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
76,828

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
200,856

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
9,344

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
931,233

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
716,425

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
7,922,725

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
9,900,724

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
2,111

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
745

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
745

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
23,848

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
2,697

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
220,667

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
3,670
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会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
102,873

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
83,668

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
126,281

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
103,118

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
1,957,424

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
9,713,808

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
18,934

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
1,330

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
257,550

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
1,526

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
292,260

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
745

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
8,506

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
5,488

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
87,792

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
216,706

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
181,353

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
14,893

会計室 会計企画担当 平成26年10月02日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
4,163,691

会計室 会計企画担当 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　普通旅費 東京都町田市への新公会計制度訪問調査にかかる経費の支出について（平成２６年１０月７日）
57,800

会計室 会計企画担当 平成26年10月06日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線４群）料金（9月請求分）の支出について
41,396

会計室 会計企画担当 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,496

会計室 会計企画担当 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 現行日本法規外１点の買入れ経費の支出について（会計事務用）
98,992

会計室 会計企画担当 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 自治体契約ゼミナールの買入れ経費の支出について（会計事務用）
3,600

会計室 会計企画担当 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 地方公共団体　契約実務の要点の買入れ経費の支出について
9,080

会計室 会計企画担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 産經新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第２四半期分）
12,111

会計室 会計企画担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 大阪日日新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第２四半期分）
6,150

会計室 会計企画担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 読売新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第２四半期分）
12,111

会計室 会計企画担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 朝日新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第２四半期分）
12,111

会計室 会計企画担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 毎日新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第２四半期分）
12,111

会計室 会計企画担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 日本経済新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第２四半期分）
27,054

会計室 会計企画担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（9月請求分）の支出について
2,703

会計室 会計企画担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（9月請求分）の支出について
2,768

会計室 会計企画担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（9月請求分）の支出について
49,941

会計室 会計企画担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（9月請求分）の支出について
21,388

会計室 会計企画担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　普通旅費 会計事務用市内等出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
32,710

会計室 会計企画担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　普通旅費 会計事務用市内等出張交通費の支出について（平成２６年９月追加分）
2,600

会計室 会計企画担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 コピー代金の支出について（会計事務用　９月分）
152,472

会計室 会計企画担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（会計事務用、9月分）
81,452

会計室 会計企画担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式借入経費の支出について（会計事務用、9月分）
5,340

会計室 会計企画担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 金融機関コード便覧（平成２６年度版　異動通知付）の購入経費の支出について
3,690

会計室 会計企画担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（会計事務用　９月分）
4,420

会計室 会計企画担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（会計事務用、9月分）
24,360

会計室 会計企画担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 財務会計システム用サーバ機等一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（9月分）
2,698,423

会計室 会計企画担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線１群）料金（10月請求分）の支出について
11,651

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
3,380,041

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
6,732

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
77,352
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会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
23,636

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
3,154

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
237,667

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
463,293

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
7,609

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
288,503

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
140,981

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
268,796

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
263,425

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
172,364

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
232,424

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
241,269

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
184,809

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
205,085

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
187,505

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
166,953

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
134,485

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
42,071

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
176,690

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,406,071

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
74,666

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
52,964

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
513,467

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
13,674,375

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,208,993

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
2,279,341

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
16,314

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
3,240

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
948,945

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
540,544

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
562,861

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
721,285

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
5,854

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
585,455

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
823,919

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
2,155,702

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
4,903,670

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
186,432

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,146,029

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
449,928

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
263,856

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
564,665

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
399,453

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
2,341
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会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
189,678

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
52,668

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
8,952

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
3,240

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
10,723

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
3,240

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
76,160

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
7,332

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
34,300

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
36,258

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
4,740,819

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,305,680

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
7,739,836

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
2,383,301

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
2,300,663

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
22,551,302

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
63,342

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
3,078

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
7,483,766

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
12,919

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
144,768

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
79,298

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,026

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
942,751

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
368,679

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
41,844

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,017,481

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
20,461

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
3,240

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
300,356

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
776,040

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
2,814

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
21,060

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
225,087

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,066,260

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
4,860

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
9,720

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
229,618

会計室 会計企画担当 平成26年10月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
8,589,499

会計室 会計企画担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 庁内情報利用ＰＣプリンタ用リサイクルトナーの買入経費の支出について（会計事務用）
63,568

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
10,531
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会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
10,614

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
346,341

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
345,999

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
382,863

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
260,940

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
217,264

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
18,759

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
229,670

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
216,601

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
259,192

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
387,899

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
248,620

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
361,959

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
223,665

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
1,162

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
46

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
462,617

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
225,807

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
223,787

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
206,008

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
245,712

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
313,904

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
3,741

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
371

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
993

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
29,417

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
32

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
366

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
11,759

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
2,816

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
22,799

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
158

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
17,502

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
13,248

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
244

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
36

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
1,312

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
178

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
2,214

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
733

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
7,643

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
10,171

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
56

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
219

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
3,083

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
12,327

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
2,127

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
34
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会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
11,872

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
2,491

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
44,724

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
184

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
1,993

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
322

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
39,178

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
52,722

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
59

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
38

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
248

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
829

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
64

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
133

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
14

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
355

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
103

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
24,002

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
1,630

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
112

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
6,466

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
112,152

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
43

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
872

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
2,310

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
2,535

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（9月分）の支出について
45,736

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
29

会計室 会計企画担当 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
30

会計室 会計企画担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 現行日本法規外１点の買入経費の支出について（会計事務用）
39,644

会計室 会計企画担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 委託料　委託料 財務会計システム開発・運用・保守業務委託にかかる経費の支出について（平成26年度上半期分）
139,916,385

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
40,158

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
7,422

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
3,227

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（10月請求分）の支出について
2,748

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
52

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
2,732

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
5,620

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
227

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
3,889

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
6,022

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
2,614

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
2,642

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
3,553

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
2,666

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
16,742

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
7,173

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
5,686
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会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
55,345

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
7,373

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
3,376

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
3,707

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（10月請求分）の支出について
3,459

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（10月請求分）の支出について
2,685

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
819

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
8,991

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
7,358

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
418,967

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
2,660

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
10,364

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
22,117

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
3,271

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
15,792

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
613

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
4,759

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
4,509

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
64,010

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
75,827

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
14,590

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
15,144

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
3,320

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
6,905

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
4,887

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
2,648

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
3,719

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
8,116

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
771

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
4,787

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
281,630

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,519

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
1,135

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
14,480

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
8,519

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
64,091

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
1,652

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
3,707

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
2,801

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
18,744

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
1,587

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
2,483

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
926

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
537

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
210,294
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会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
3,732

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
7,372

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
1,289

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
537

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,921

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
6,594

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
1,185

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
2,908

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
5,970

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
288,428

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
2,673

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
840

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
1,134

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
80,743

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
18,705

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
8,098

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
7,165

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
23,895

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
21,495

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
10,181

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
5,280

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
14,330

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
44,713

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
7,165

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
20,598

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
42,445

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,519

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
95,743

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
193,498

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
3,131

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
8,714

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
8,209

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
9,390

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
21,993

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（10月請求分）の支出について
7,582

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
48,819

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
3,264

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
83,516

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
143

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（10月請求分）の支出について
2,703

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
135,123

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
31,528

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
4,156

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
299,116



平成26年度（平成26年10月）　公金支出情報

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

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
113,354

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
2,639

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
73

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
3,135

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
3,707

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
13,183

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
6,645

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
10,364

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
15,040

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
19,211

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
6,274

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
18,842

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
14,838

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
85,302

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
17,376

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
41,553

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
2,583

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
709,723

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
129,250

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
10,299

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
28,875

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
10,364

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
4,650

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
5,190

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
21,425

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
353,497

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
254,655

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
2,616

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
2,629

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,746

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
3,393

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,314

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
2,027

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
4,828

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,963

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
10,290

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
4,568

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,544

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
40,389

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
40,087

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
48,775

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
53,604



平成26年度（平成26年10月）　公金支出情報
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会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
13,641

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
46,262

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
142

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
13,522

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
10,380

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
10,919

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
2,379

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
13,635

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
2,896

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
13,505

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
10,211

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
2,913

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
8,967

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
58,762

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
2,660

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
13,650

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
45,676

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
3,859

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
332

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
96

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
279

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
23,071

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
10,502

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
2,946

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
3,221

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
4,557

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
11,263

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
8,314

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
2,712

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
54,790

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
26,188

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,519

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
10,261

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
98,275

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
2,660

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
12,863

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
10,445

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
275,612

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
43,713

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
8,838

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
69,192

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
68,328

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
53,098
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会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
72

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
2,218

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
70,330

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
67,595

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
12,128

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
111,687

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
26,416

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
3,585

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
6,802

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
4,745

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
3,038

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
3,189

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
10,714

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
1,552,426

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
981,610

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
178,466

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
4,728

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
3,296

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
10,024

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
2,697

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
32

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
18,729

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
8,220

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
2,611

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
80,477

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
2,932

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
6,419

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
9,802

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
11,742

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
7,544

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
3,698

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
2,978

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,124

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
388,813

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
4,317

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
3,585

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
2,972

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
7,703

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
3,086

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
2,864

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
3,046

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
27,744

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
53,626

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
175,160

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
8,103



平成26年度（平成26年10月）　公金支出情報
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会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
154,889

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
5,975

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
45,792

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
6,054

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
60,240

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
14,181

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
20,728

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
38,361

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
12,978

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
9,560

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
145,547

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
17,256

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
6,449

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
18,093

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
3,204

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
27,849

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
1,094

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（10月請求分）の支出について
1,481

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（10月請求分）の支出について
3,138

会計室 会計企画担当 平成26年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（10月請求分）の支出について
114,699

会計室 会計管理担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　手数料 振替取扱手数料の支出について（９月分）
4,900,647

北区役所 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（８月分）
2,447,076

北区役所 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（８月分）
1,018,437

北区役所 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（８月分）
8,161

北区役所 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（８月分）
147,987

北区役所 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（８月分）
493

北区役所 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（８月分）
47,567

北区役所 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（８月分）
158

北区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
630

北区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,088

北区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,465

北区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（９月分）
1,770

北区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２６年経済センサス‐基礎調査及び平成２６年商業統計調査にかかる調査員報酬口座不能分の支出について
165,640

北区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（９月分）
107

北区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（９月分）
34

北区役所 総務課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
719

北区役所 総務課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
6,330

北区役所 総務課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
2,590

北区役所 総務課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所事務用ケーブルテレビ利用料の支出について（８月分）
3,780

北区役所 総務課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,162

北区役所 総務課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所庁舎前駐輪整理業務委託経費の支出について（９月分）
124,897

北区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用出張交通費（８月・７月追加分）の支出について
27,710

北区役所 総務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市北区役所庁舎機械警備業務委託長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
8,164

北区役所 総務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（９月分）
387,000

北区役所 総務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所自動体外式除細動器等長期借入経費の支出について（９月分）
5,724

北区役所 総務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所視覚障がい者用点字ディスプレイ等長期借入経費の支出について（９月分）
17,733
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北区役所 総務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（北区役所）一式　長期借入経費の支出について（９月分）
197,951

北区役所 総務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン（北区役所）機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
28,728

北区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（９月分）
148,902

北区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（９月分）
131,791

北区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（９月分）
126,344

北区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（９月分）
9,004

北区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（９月分）
7,970

北区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（９月分）
2,561

北区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（９月分）
2,895

北区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料（９月分）
279,592

北区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内情報利用パソコンリモートコントロール用モバイル端末にかかる回線使用料の支出について（９月分）
485

北区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料（９月分）
16,361

北区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料（９月分）
5,258

北区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所事務用新聞購読経費の支出について(7月～9月分）　読売新聞
12,111

北区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所事務用新聞購読経費の支出について（7月～9月分）　産経新聞
12,111

北区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所事務用新聞購読経費の支出について（7月～9月分）　毎日新聞
12,111

北区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所事務用新聞購読経費の支出について（7月～9月分）　日本経済新聞
13,527

北区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所事務用新聞購読経費の支出について（7月～9月分）　大阪日日新聞
6,150

北区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所事務用新聞購読経費の支出について（7月～9月分）　朝日新聞
12,111

北区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所庁舎自動ドア保守点検業務委託経費の支出について（４月～９月分）
108,000

北区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所宿日直専門員用寝具借入経費の支出について（７月～９月分）
29,808

北区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所トイレ内消臭・芳香装置等借入経費の支出について（７月～９月分）
93,312

北区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（９月分）北区役所運営事務費・統計　＜機械番号３８０５３７＞
21,485

北区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（９月分）北区役所運営事務費・統計　＜機械番号３８０５３７＞
1,446

北区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（９月分）北区役所運営事務費・統計　＜機械番号３８０５８３＞
12,599

北区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（９月分）北区役所運営事務費・統計　＜機械番号３８０５８３＞
19,030

北区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 北区役所地下１階　給水ポンプ（雑水用）の異常にかかる緊急作業の実施経費の支出について
10,800

北区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 北区保健福祉センター１階多目的トイレの洗面器自動水栓取替え作業の実施経費の支出について
46,008

北区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所庁舎維持管理用玄関マット及びエレベータマット借入にかかる経費の支出について（９月分）
14,340

北区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（９月分）北区役所運営事務費・統計　＜機械番号３８０５８３＞
8,118

北区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（９月分）北区役所運営事務費・統計　＜機械番号３８０５３７＞
3,273

北区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策職員住宅賃料及び共益費の支出について（１１月分）
115,500

北区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（９月分）
923,977

北区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（９月分）
2,026,652

北区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内情報利用パソコンリモートコントロール用モバイル端末にかかる端末料金の支出について（９月分）
3,321

北区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料（９月分）
34,032

北区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北区役所情報通信設備用回線使用料・プロバイダ料の支出について（９月分）
8,856

北区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
5,236

北区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（９月分）
9,761

北区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成２６年経済センサス‐基礎調査にかかる統計事務郵送料の支出について（９月分）
2,813

北区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
16,892

北区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
850

北区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
7,544

北区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（９月分）
122,562

北区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料（９月分）
1,180

北区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（９月分）
590

北区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（９月分）
39,394

北区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料（９月分）
379
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北区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（９月分）
189

北区役所 戸籍登録課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市北区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２６年７月分）
3,281,149

北区役所 戸籍登録課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市北区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２６年７月分）
347,636

北区役所 戸籍登録課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,560

北区役所 戸籍登録課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市北区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２６年８月分）
3,281,149

北区役所 戸籍登録課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市北区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２６年８月分）
347,636

北区役所 戸籍登録課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍登録課事務用消耗品（封筒等）の購入経費の支出について
52,910

北区役所 戸籍登録課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍登録課事務用コピー複写経費の支出について（９月分）
19,189

北区役所 戸籍登録課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録課事務用切手の購入経費の支出について
37,200

北区役所 戸籍登録課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録課後納郵便料金（平成２６年９月分）の支出について
126,723

北区役所 戸籍登録課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 戸籍登録課後納郵便料金（平成２６年９月分）の支出について
23,571

北区役所 住民自治課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる消耗品の買入経費の支出について
32,238

北区役所 住民自治課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業にかかる交通安全推進用啓発物品の購入経費の支出について
163,080

北区役所 住民自治課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（9/7、9/28分）
2,532

北区役所 住民自治課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかるアルファ化米２点（北区役所）の買入経費の支出について
406,836

北区役所 住民自治課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（10/4分）
2,634

北区役所 住民自治課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（10/6分）
6,480

北区役所 住民自治課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立北区民センター及び大阪市立大淀コミュニティセンター管理運営業務代行にかかる経費の支出について（10月～12月）
15,072,936

北区役所 住民自治課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策事業用携帯電話料金の支出について（９月分）
5,383

北区役所 住民自治課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民自治課事務用コピー複写経費の支出について（９月分）
9,861

北区役所 住民自治課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民自治課事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
2,774

北区役所 住民自治課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市北区における新たな地域コミュニティ支援事業業務委託経費の支出について（後期分）
12,088,500

北区役所 福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
150,196

北区役所 福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
399,378

北区役所 福祉課 平成26年10月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
10,000

北区役所 福祉課 平成26年10月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険業務に係る事務用品購入経費の支出について
32,303

北区役所 福祉課 平成26年10月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険業務に係る事務用品購入経費の支出について
1,825

北区役所 福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
344,056

北区役所 福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
368,231

北区役所 福祉課 平成26年10月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 後見人等の報酬助成にかかる費用の支出について
234,000

北区役所 福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
313,437

北区役所 福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所消耗品事業資金（特別保育用）１０月分の支出について
10,000

北区役所 福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品事業資金（通常保育用）１０月分の支出について
30,000

北区役所 福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額介護サービス費の支出について（平成２６年９月５日分）
9,300

北区役所 福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当業務用　児童手当給付費（区執行分）の支出について
40,000

北区役所 福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員活動費の支出について（平成２６年４月～８月分）
60,000

北区役所 福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年9月22日から平成26年9月29日分）
3,000

北区役所 福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年9月22日から平成26年9月29日分）
1,100

北区役所 福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
234,874

北区役所 福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業に係る支出について
45,000

北区役所 福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業に係る支出について
67,495

北区役所 福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年9月22日から平成26年9月29日分）
2,592

北区役所 福祉課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険認定審査会事務用コピー複写機経費の支出について（９月分）
6,618

北区役所 福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉・子育て支援グループ）事務用物品購入経費の支出について
10,800

北区役所 福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉・子育て支援グループ）事務用物品購入経費の支出について
59,571

北区役所 福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉・子育て支援グループ）事務用物品購入経費の支出について
35,440

北区役所 福祉課 平成26年10月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
4,000

北区役所 福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域福祉推進事業にかかる東京都中野区視察及び旅費の支出について
57,800
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北区役所 福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 子育て出張イベント（10月25日開催分）の利用者を対象とした保険契約にかかる保険料の支出について
13,400

北区役所 福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事業にかかるコピー代金の支出について（９月分）
7,021

北区役所 福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事業にかかるコピー代金の支出について（９月分）
9,360

北区役所 福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事業にかかるコピー代金の支出について（９月分）
9,802

北区役所 福祉課 平成26年10月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成26年度母子福祉貸付金の支出について（修学資金第３四半期分）
2,550,000

北区役所 福祉課 平成26年10月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成２６年度母子父子福祉貸付金の支出について（転宅資金）
242,300

北区役所 福祉課 平成26年10月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事業にかかるコピー代金の支出について（９月分）
10,000

北区役所 福祉課 平成26年10月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成２６年度母子寡婦福祉貸付金の支出について（修学資金第３四半期分）
486,000

北区役所 福祉課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事業にかかるコピー代金の支出について（９月分）
7,200

北区役所 福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉・子育て支援グループ）事務用総合福祉システム及び国保システムトナー購入経費の支出について
11,988

北区役所 福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障がい者住宅改修費給付事業に係る支出について
220,741

北区役所 福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉・子育て支援グループ）事務用総合福祉システム及び国保システムトナー購入経費の支出について
3,996

北区役所 福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉・子育て支援グループ）事務用総合福祉システム及び国保システムトナー購入経費の支出について
3,996

北区役所 福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所用賄材料費　１０月分の支出について
1,192,940

北区役所 福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月6日から平成26年10月16日分）
1,500

北区役所 福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度重度障がい者医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年９月請求分②）
296,782

北区役所 福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度重度障がい者医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年９月請求分①）
103,322

北区役所 福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度重度障がい者医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年９月請求分③）
216,846

北区役所 福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度重度障がい者（食事・生活療養費）医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年９月請求分②）
274,590

北区役所 福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度老人医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年９月請求分③）
292,621

北区役所 福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度老人医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年９月請求分①）
113,819

北区役所 福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（ぬくもりのおうち　保育ママ）9月分
485,700

北区役所 福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年９月請求分②）
23,639

北区役所 福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年９月請求分①）
95,964

北区役所 福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年９月請求分②）
72,120

北区役所 福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年９月請求分③）
44,966

北区役所 福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年９月請求分②）
78,655

北区役所 福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年９月請求分）
33,756

北区役所 福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月6日から平成26年10月16日分）
6,458

北区役所 福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月6日から平成26年10月16日分）
3,724

北区役所 福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月6日から平成26年10月16日分）
6,800

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 北区地域子育て支援事業　要保護児童対策地域協議会（代表者会議）にかかる講師謝礼金の支出について
15,600

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
9,194

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
3,538

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,398

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市北区地域コミュニティビジネス推進事業用委託料の支出について（第２四半期分）
2,611,980

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
10,928

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 療育手帳更新面接にかかる出張旅費の支出について（９月分）
440

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
22,419

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
13,596

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
574

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,000

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
82

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
376,237

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
272,518

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
363,068

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 老人保護措置業務にかかる出張旅費の支出について（９月分）
2,740

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
3,701
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北区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
738

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
549

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,117

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,408

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 子育て支援業務にかかる出張旅費の支出について（平成２６年９月分）
540

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
60,540

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,640

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
15,999

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
24,866

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,001

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業の業務委託にかかる経費の支出について（フェアリールーム）9月分
1,989,280

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（保育ママ　梅田ひまわり園）9月分
1,069,600

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 児童扶養手当事務説明会にかかる出張旅費の支出について（９月分）
360

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
5,228

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
626

北区役所 福祉課 平成26年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
9,749

北区役所 福祉課 平成26年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
775

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
35,350

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
45,256

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
550

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
985

北区役所 福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
477

北区役所 政策企画課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所窓口案内業務従事者派遣（長期継続）契約にかかる日本年金機構渋谷年金事務所による差押債権取立金の振込みについて
171,526

北区役所 政策企画課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 第10回北区区政会議にかかる会議録調製経費の支出について
53,730

北区役所 政策企画課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 北区役所広報紙「わがまち北区」企画編集及び印刷業務委託（平成26年５月号～平成27年４月号）（概算契約）にかかる経費の支出について（１０月号分）
1,180,008

北区役所 政策企画課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所窓口案内従事者派遣にかかる経費の支出について（平成２６年度９月分）
253,800

北区役所 政策企画課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 団体広聴会議録調製業務に係る経費の支出について
38,664

北区役所 政策企画課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度区民アンケート調査業務委託にかかる経費の支出について（１回目）
324,000

北区役所 政策企画課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画課事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
4,954

北区役所 保険年金課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度１０月分の窓口還付金の資金前渡について（歳出・一般分）
70,000

北区役所 保険年金課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度１０月分の窓口還付金の資金前渡について（歳出・退職分）
10,000

北区役所 保険年金課 平成26年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて（歳出・一般分）
71,052

北区役所 保険年金課 平成26年10月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて（歳出・一般分）
78,667

北区役所 保険年金課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて（歳出・一般分）
74,570

北区役所 保険年金課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金課事務用コピー複写経費の支出について（９月分）
23,539

北区役所 保険年金課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費経費の支出について（２６年１０月審査分　一般）
765,910

北区役所 保険年金課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（２６年１０月審査分）
400,000

北区役所 保険年金課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（２６年１０月審査分）
2,015,152

北区役所 保険年金課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費経費の支出について（２６年１０月審査分　退職）
31,360

北区役所 保険年金課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて（歳出・一般分）
298,981

北区役所 保険年金課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２６年９月分）の支出について
7,515

北区役所 保険年金課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２６年９月分）の支出について
175,776

北区役所 保険年金課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１０月分）　保険年金事務用
3,600

北区役所 保険年金課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２６年９月分）の支出について
521,905

北区役所 保険年金課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて（１０月　歳出・一般分）
186,928

北区役所 保険年金課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２６年９月分）の支出について
147,445

北区役所 保険年金課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２６年９月分）の支出について
52,513

北区役所 魅力創造課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区緑化推進事業（種から育てる地域の花づくり）用消耗品購入経費の支出について
16,286
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北区役所 魅力創造課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度歴史まち歩き講座「北区ぶらぶらAUTUMN」第１回の実施にかかる講師謝礼の支出について
15,000

北区役所 魅力創造課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入れにかかる経費（９月分）の支出について（緑化推進事業・北区学習活動支援事業）
1,818

北区役所 魅力創造課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入れにかかる経費（９月分）の支出について（緑化推進事業・北区学習活動支援事業）
1,148

北区役所 魅力創造課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金への繰入れにかかる経費（９月分）の支出について（緑化推進事業・北区学習活動支援事業）
1,110

北区役所 魅力創造課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度歴史まち歩き講座「北区ぶらぶらAUTUMN」番外編の実施にかかる講師謝礼の支出について
15,000

北区役所 魅力創造課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 青少年健全育成事業用「こども１１０番の家」ステッカー及び啓発用リーフレットの作成にかかる経費の支出について
146,815

北区役所 魅力創造課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区緑化推進事業（種から育てる地域の花づくり）用花種購入経費の支出について
138,898

北区役所 魅力創造課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 魅力創造課　事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
3,570

北区役所 魅力創造課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 魅力創造課　事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,066

北区役所 魅力創造課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 魅力創造課　事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
392

北区役所 健康課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 健康まつり周知用ちらし作成経費の支出について
93,960

北区役所 健康課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月１６日から９月２５日支払分）
2,994

北区役所 健康課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　カラーペーパー１外２３点購入経費の支出について
91,434

北区役所 健康課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月１６日から９月２５日支払分）
5,779

北区役所 健康課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月１６日から９月２５日支払分）
1,860

北区役所 健康課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月１６日から９月２５日支払分）
1,075

北区役所 健康課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月１６日から９月２５日支払分）
200

北区役所 健康課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　カラーペーパー１外２３点購入経費の支出について
15,638

北区役所 健康課 平成26年10月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　カラーペーパー１外２３点購入経費の支出について
14,138

北区役所 健康課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 健康増進事業用　地域健康講座（なるほどウォーキング講座）９月１８日実施分　報償金の支払いについて
8,600

北区役所 健康課 平成26年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 介護予防地域健康情報発信事業用　介護予防啓発パンフレット作成経費の支出について
37,800

北区役所 健康課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月２日から１０月１５日支払分）
6,840

北区役所 健康課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月２日から１０月１５日支払分）
910

北区役所 健康課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 北区保健福祉センター公用車定期車検に係る諸経費（自動車重量税、自賠責保険料、印紙代）の支出について
1,100

北区役所 健康課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 北区保健福祉センター公用車定期車検に係る諸経費（自動車重量税、自賠責保険料、印紙代）の支出について
27,840

北区役所 健康課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 北区保健福祉センター公用車定期車検に係る諸経費（自動車重量税、自賠責保険料、印紙代）の支出について
43,200

北区役所 健康課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月２日から１０月１５日支払分）
820

北区役所 健康課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成26年度BCG接種にかかる医師報償金の支出について(9月分)
49,780

北区役所 健康課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談にかかる報償金の支払いについて（9月分）
62,380

北区役所 健康課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月２日から１０月１５日支払分）
670

北区役所 健康課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月２日から１０月１５日支払分）
4,852

北区役所 健康課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月２日から１０月１５日支払分）
12

北区役所 健康課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（９月分）の支出について
99,560

北区役所 健康課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（９月分）の支出について
155,950

北区役所 健康課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（９月分）の支出について
11,160

北区役所 健康課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（９月分）の支出について
74,670

北区役所 健康課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（９月分）の支出について
49,780

北区役所 健康課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（９月分）の支出について
87,770

北区役所 健康課 平成26年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業講師謝礼（平成２６年９月）の支出について
10,620

北区役所 健康課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業に係る報償金の支払いについて（９月分）
203,260

北区役所 健康課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康課事務用　コピー複写経費の支出について（９月分）
22,514

北区役所 健康課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 特定健診事業用及び健康教育事業用　受診啓発用チラシポスター作製経費の支出について
26,892

北区役所 健康課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 需用費　印刷製本費 特定健診事業用及び健康教育事業用　受診啓発用チラシポスター作製経費の支出について
26,892

北区役所 健康課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（９月分）
1,141

北区役所 健康課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（９月分）
1,264

北区役所 健康課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（９月分）
164

北区役所 健康課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（９月分）
164

北区役所 健康課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（９月分）
328
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北区役所 健康課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（９月分）
328

北区役所 健康課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（９月分）
14,830

北区役所 健康課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（９月分）
5,576

北区役所 健康課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（９月分）
1,070

北区役所 健康課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（９月分）
450

北区役所 健康課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（９月分）
5,120

北区役所 健康課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（９月分）
2,900

北区役所 健康課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（９月分）
1,582

北区役所 健康課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（９月分）
574

北区役所 健康課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（９月分）
7,313

北区役所 健康課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（９月分）
6,573

北区役所 健康課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（９月分）
6,642

北区役所 生活支援課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助の支出について（２２件№７３４～７５６）
109,340

北区役所 生活支援課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助の支出について（治療材料８件　№７６０～７６７）
158,753

北区役所 生活支援課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ２５件　No.６９４～７１８）
235,282

北区役所 生活支援課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送費６件　No.７２３～７２８）
14,220

北区役所 生活支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（長期入院患者診療報酬No.７９６）
34,560

北区役所 生活支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助の支出について（オムツ２０件　№７７６～７９５）
285,468

北区役所 生活支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助の支出について（治療材料　№７６８～７７５）
241,552

北区役所 生活支援課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ５件No.８０７～８１１）
42,067

北区役所 生活支援課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ２５件　No.８１２～８３６）
194,217

北区役所 生活支援課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（№７９７～７９８）
3,284

北区役所 生活支援課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（本人支払２件No.７５８～７５９）
14,040

北区役所 生活支援課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助の支出について（オムツ　９件№８６０～８６８）
117,106

北区役所 生活支援課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助の支出について（６件№８３７～８４２）
1,312,340

北区役所 生活支援課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助の支出について（１７件№８４３～８５９）
136,640

北区役所 生活支援課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助の支出について（移送№８６９）
82,216

北区役所 生活支援課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送費７件　No.８００～８０６）
14,340

北区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２６年１１月分）
15,000,000

北区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２６年１１月分）
7,000,000

北区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２６年１１月分）
200,000

北区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（中学校９月分）
131,700

北区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（小学校９月分）
289,662

北区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２６年１１月分）
400,000

北区役所 生活支援課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる８月分市内出張交通費（近接地を含む）の支出について
4,910

北区役所 生活支援課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ１３件　No.８８３～８９５）
124,268

北区役所 生活支援課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（３件№８７０～８７２）
18,840

北区役所 生活支援課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送６件No.８７３～８７８）
7,130

北区役所 生活支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助の支出について（オムツ　２４件№８９７～９２１）
393,884

北区役所 生活支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（中学校９月分）
64,104

北区役所 生活支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務にかかる事務用消耗品（スパイラルメモ外12点）購入経費の支出について
34,209

北区役所 生活支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課事務用コピー複写経費の支出について（９月分）
29,244

北区役所 生活支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ４件No.８７９～８８２）
49,393

都島区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 スポーツ振興事業用水泳教室にかかる謝礼の支払いについて
3,060

都島区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 都島区役所電算室空冷パッケージ型エアコン修理工事の支出について
14,407

都島区役所 総務課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 都島区災害対策住宅用電話回線使用料の支出について（８月分）
3,038

都島区役所 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度新聞未購読世帯への都島区広報紙「広報みやこじま」の配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成26年9月号分）
91,135

都島区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所運営事務用タクシー代の支出について（立替払い）
4,860
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都島区役所 総務課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所運営事務用フタ付クリアホルダー外２点の購入経費の支出について
13,165

都島区役所 総務課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度都島区広報紙「広報みやこじま」点字版製作業務にかかる経費の支出について（平成26年10月分）
31,644

都島区役所 総務課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（都島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成26年9月分）
152,342

都島区役所 総務課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＩＴ基盤整備事業用広報紙編集用PCの長期借入経費の支出について（平成26年9月分）
6,048

都島区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区民意識 調査・検討業務 企画選定委員にかかる報償金の支出について
48,015

都島区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
432

都島区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
1,022

都島区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
7,800

都島区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 ＩＴ基盤整備事業用広報紙編集用PCの保守委託及び同経費の支出について（平成26年9月分）
3,960

都島区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
82

都島区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策企画事務用トナーカートリッジ外1点の購入経費の支出について
12,614

都島区役所 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内リモコンシステムに係る専用ソフトウェア使用料の支出について（平成26年9月分）
1,080

都島区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 都島区災害対策用職員住宅什器借入費用の支出について（９月分）
9,846

都島区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 都島区災害対策職員住宅賃料・共益費の支出について（１１月分）
120,000

都島区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 都島区の広報紙（平成26年5月号～平成27年4月号）概算印刷にかかる経費の支出について（平成26年10月分）
926,251

都島区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴ基盤整備事業用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年9月分）
6,480

都島区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴ基盤整備事業用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年9月分）
6,912

都島区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 都島区役所広報紙新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成26年10月号）
659,599

都島区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用機械警備業務委託料の支出について（９月分）
34,560

都島区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用清掃業務委託料の支出について（９月分）
278,640

都島区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービル維持管理用清掃業務委託料の支出について（９月分）
67,453

都島区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用一般廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（９月分）
3,751

都島区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 自動体外式除細動器（AED）長期借入費用の支出について（９月分）
10,920

都島区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＩＴ基盤整備事業用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年9月分）
540

都島区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直用寝具使用料の支出について（９月分）
9,936

都島区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＩＴ基盤整備事業用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年9月分）
518

都島区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（９月分）
13,055

都島区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（９月分）
318,646

都島区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口案内用タブレット端末にかかる通信料の支出について（平成26年9月分）
4,354

都島区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービル管理業務委託料の支出について（９月分）
385,379

都島区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 生活支援担当事務用コピー機付属機器使用料の支出について（９月分）
2,160

都島区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内リモコンシステムに係る端末使用料の支出について（平成26年9月分）
4,323

都島区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用ガス料金及び電話料金の支出について（７～９月分）
237

都島区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）維持管理用ガス料金及び電話料金の支出について（７～９月分）
1,251

都島区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用樹木剪定業務の実施経費の支出について
162,000

都島区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー代の支出について（９月分）
15,819

都島区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（分館）事務用コピー代の支出について（９月分）
15,060

都島区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（９月分）
25,094

都島区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（９月分）
53,350

都島区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙啓発用ウエットティッシュの購入経費の支出について
44,820

都島区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年９月分各課事務用・研修用市内出張交通費の支出について
54,486

都島区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
625

都島区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用戸籍謄抄本専用電話使用料の支出について（９月分）
7,649

都島区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
772

都島区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
1,234

都島区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
8,695

都島区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）担当事務用基本回線使用料の支出について（９月分）
21,020

都島区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政会議等動画配信にかかる通信料の支出について（平成26年9月分）
4,716
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都島区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
3,966

都島区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
574

都島区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
6,396

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種花事業用セルトレイの購入経費の支出について
13,500

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区内一斉清掃用ポスター・チラシの作成経費の支出について
56,592

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ（淀川小・中学校）にかかる電気料金の支出について(9月分)
612

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ（友渕小・友渕小分校・友渕中学校）にかかる電気料金の支出について(9月分)
918

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「ネパール中学生とのWeb交流事業」第1回Web交流にかかる通訳ボランティアの交通費の支払いについて
534

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ（東都島小学校）にかかる電気料金の支出について(9月分)
306

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 第40回区民まつりにかかる生涯学習事業用物品麻ひも外1件の購入経費の支出について
4,398

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発事業用手提げビニール袋の購入経費の支出について
47,520

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ（都島小学校）にかかる電気料金の支出について(9月分)
306

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業用防寒ブルゾンの購入経費の支出について
14,256

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ（中野小学校）にかかる電気料金の支出について(9月分)
306

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種花事業用セルトレイ外１点の購入経費の支出について
42,120

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ（桜宮小・中学校）にかかる電気料金の支出について(9月分)
612

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月10日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度大阪市スポーツ推進委員報酬の口座不能にかかる再支出について（平成26年4月～平成26年9月分）
4,800

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ネパール中学生とのWeb交流事業にかかるファシリテーター謝礼の支払いについて
5,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
1,800

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
13,996

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
8,533

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（クリップペンシル外13点）買入にかかる経費の支出について
6,480

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（クリップペンシル外13点）買入にかかる経費の支出について
2,657

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（クリップペンシル外13点）買入にかかる経費の支出について
11,934

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（クリップペンシル外13点）買入にかかる経費の支出について
4,687

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（クリップペンシル外13点）買入にかかる経費の支出について
43,200

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト用携帯電話使用料の支出について（9月分）
7,216

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域と区役所の防災力向上事業用ＰＨＳ回線使用料の支出について（9月分）
9,695

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 援護法に基づく特別給付金国庫債券受領にかかる出張旅費（９月30日分）の支出について
600

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度都島区市民企画公募事業（後期分）選考委員会における選考委員謝礼の支出について
4,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ネパール中学生とのWeb交流事業にかかるファシリテーター謝礼の支払いについて
5,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ネパール中学生とのWeb交流事業にかかる留学生ボランティア謝礼（交通費）の支出について
1,157

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域と区役所の防災力向上事業用ホワイトボードシートの購入経費の支出について
34,020

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
960

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 災害時緊急連絡用衛星携帯電話使用料の支出について（9月分）
24,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
174

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
1,394

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
656

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
140

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
600

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
82

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
82

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
1,400

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
82

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
1,678

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 都島区における夜間の青色防犯パトロール業務委託料の支出について（９月分）
152,820

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
246

都島区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費負担金の支出について（平成２６年１０月分）
100,000
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都島区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費負担金の支出について（平成２６年１０月分）
450,000

都島区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡　国民健康保険料窓口支払用還付資金10月分の支出について（歳出一般）
70,000

都島区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡　国民健康保険料窓口支払用還付資金10月分の支出について（歳出退職）
30,000

都島区役所 窓口サービス課 平成26年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
610,217

都島区役所 窓口サービス課 平成26年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険の葬祭費負担金の支出について
800,000

都島区役所 窓口サービス課 平成26年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険の出産育児一時金負担金の支出について
593,000

都島区役所 窓口サービス課 平成26年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
3,745

都島区役所 窓口サービス課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報担当事務用電波時計外14点の購入経費の支出について
286,200

都島区役所 窓口サービス課 平成26年10月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保収納対策用セレッソ大阪公式クリアファイルの買入経費の支出について
1,080,000

都島区役所 窓口サービス課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託料(8月分)の支出について
2,741,040

都島区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月保険分）
1,840

都島区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
315,032

都島区役所 窓口サービス課 平成26年10月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険の出産育児一時金負担金の支出について（受取代理申請）
420,000

都島区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出　一般　10月）
656,314

都島区役所 窓口サービス課 平成26年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険の葬祭費負担金の支出について
500,000

都島区役所 窓口サービス課 平成26年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険の出産育児一時金負担金の支出について
2,183,950

都島区役所 窓口サービス課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー代金の支出について（９月分）
18,078

都島区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課(住民情報)事務用郵便料金後納料の支出について(9月分)
78,280

都島区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
6,123

都島区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課(住民情報)事務用郵便料金後納料の支出について(9月分)
61,013

都島区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
71,318

都島区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
157,041

都島区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険管理担当）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
585,455

都島区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
10,000

都島区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
29,664

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（７月分）
8,040

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
15,980

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
15,784

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
38,420

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
24,144

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
35,534

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
20,850

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（７月分）
7,210

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
9,290

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立御幸保育所にかかる消耗品費（特別保育用１０月分）の支出について
10,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立毛馬保育所および御幸保育所にかかる消耗品費（１０月分）の支出について
60,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
19,730

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
14,380

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
19,950

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
14,050

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
15,450



平成26年度（平成26年10月）　公金支出情報

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

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
19,730

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
12,030

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成事業にかかる医療費の支出について
1,483,256

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業にかかる医療費の支出について
394,227

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代８月分）の支出について
89,050

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（教材・校外活動費８月分）の支出について
73,959

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業にかかる医療費の支出について
210,368

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業にかかる医療費の支出について
68,528

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代８月分）の支出について
15,820

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費８月分）の支出について
3,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（学校給食費７月分）の支出について
49,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
52,818

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
23,213

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
53,185

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（移送費７月分）の支出について
21,280

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
78,605

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
229,796

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
221,990

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
240,416

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）30号
41,580

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）29号
10,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）28号
60,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（8月分）の支出について
520

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（8月分）の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（8月分）の支出について
660

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（8月分）の支出について
360

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（8月分）の支出について
1,340

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代８月分）の支出について
20,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代８月分）の支出について
20,100

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ８月分）の支出について
6,687

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代８月分）の支出について
1,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代６・７月分）の支出について
20,700

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代８月分）の支出について
20,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代８月分）の支出について
18,526

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代８月分）の支出について
7,970

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代８月分）の支出について
20,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代８月分）の支出について
14,090

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代８月分）の支出について
3,500

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代４・７・８月分）の支出について
122,915

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代８月分）の支出について
20,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（検査料９月分）の支出について
4,320

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料８月分）の支出について
5,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代８・９月分）の支出について
40,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代８月分）の支出について
5,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代８月分）の支出について
11,120

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代６・８月分）の支出について
8,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代９月分）の支出について
5,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代８月分）の支出について
2,500
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都島区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代７月分）の支出について
5,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代８・９月分）の支出について
7,500

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代９月分）の支出について
5,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料９月分）の支出について
5,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種（BCG）事業従事医師にかかる報償金の支出について（9月分）
49,780

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
21,610

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
16,191

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
5,176

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
24,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
19,331

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
15,080

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
19,950

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用プリンタラベル外6点の購入経費の支出について
5,519

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用プリンタラベル外6点の購入経費の支出について
7,225

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用プリンタラベル外6点の購入経費の支出について
11,988

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用ドラム／トナーカートリッジ外３点の購入経費の支出について
65,880

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
13,040

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
43,030

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
47,680

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４～７月分）
31,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
35,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
15,038

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
16,350

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
13,078

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,742

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
22,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
13,130

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
23,680

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
22,880

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
18,230

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
10,930

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
40,698

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
22,652

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
22,974

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
16,350

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
19,295

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
23,818
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都島区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
18,120

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
13,812

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
19,648

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
15,050

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費の支出について
50,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（その他）９月分の支出について
44,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター（分館）母乳育児推進事業用教材DVDの購入経費の支出について
20,520

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
6,480

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
2,712

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
80

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　会費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
15,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）32号
11,490

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
22,050

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
19,730

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
15,450

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）33号
29,160

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（紙おむつ・ストマ４，５月分の差額）34号
457

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）31号
127,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
200

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
1,100

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
12,030

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
21,500

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
12,720

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 プレワーキングマザー出産直前講座助産師講師料の支出について（９月分）
13,360

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 巡回母乳子育て教室助産師講師料の支出について（９月分）
38,700

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）35号
152,880

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
44,377

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
21,085

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
524,150

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
273,108

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
18,864

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
30,853

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代８月分）の支出について
19,828

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（住宅改修費）の支出について
5,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
9,651

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
2,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
1,446

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２６年１１月分）
30,000,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２６年１１月分）
15,000,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２６年１１月分）
400,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料９月分）の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料９月分）の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２６年１１月分）
200,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２６年１１月分）
2,000,000
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都島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
1,640

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
9,222

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
989

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立毛馬保育所および御幸保育所にかかる賄材料費（１０月分）の支出について
1,353,900

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支払について（9月分）
5,880

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代９月分）の支出について
12,900

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（長期入院患者診療報酬８月分）の支出について
43,200

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料９月分）の支出について
4,320

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
33,790

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
10,974

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,280

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,500

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
6,624

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
12,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
22,980

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,100

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,540

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
10,758

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
15,750

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
22,280

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
45,468

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,192

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
16,680

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
8,370

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修助成事業にかかる扶助金の支出について（第1号）
270,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（オムツ代８月分）の支出について
2,417

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具代）の支出について
9,796

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具代）の支出について
8,970

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具代）の支出について
5,292

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料９月分）の支出について
2,160

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料９月分）の支出について
5,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
21,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（医師）９月分の支出について
398,240

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（第３四半期　NO1）
2,245,500

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子寡婦福祉貸付金の支出について（第３四半期分）
162,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 全国生活保護査察指導員研修会について
37,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代９月分）の支出について
6,300

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食９月分）の支出について
103,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費９月分）の支出について
45,581

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費９月分）の支出について
70,262

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食・教材費９月分）の支出について
108,154

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費９月分）の支出について
90,300

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費９月分）の支出について
62,700

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費９月分）の支出について
41,515

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費９月分）の支出について
36,719

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費９月分）の支出について
16,200
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都島区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費９月分）の支出について
35,265

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費７・９月分）の支出について
176,464

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料９月分）の支出について
5,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（移送費８月分）の支出について
840

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助金（出産費９月分）の支出について
65,730

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
216,116

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
232,316

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
213,220

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
221,696

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
213,220

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
223,980

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成26年度結核コホート検討会参画医師報償金の支出について（第2回開催分）
11,360

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業（グループワーク）に係る講師料の支出について（9月分）
18,720

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業に係る講師料の支出について（9月分）
10,320

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（9月分）
32,007

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（9月分）
1,265

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
72,720

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
33,536

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
402,309

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
167,051

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
100,805

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
96,328

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
184,645

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
42,679

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
212,361

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
14,085

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
6,791

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
20,645

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
27,352

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
32,256

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
14,776

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
174,859

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
172,605

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当事務用コピー代金の支出について（９月分）
24,090

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（9月分）
2,279

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の支出について　（第３四半期　NO2）
312,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課介護保険事務用コピー代の支出について（9月分）
3,570

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（9月分）の支出について
480

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（9月分）の支出について
2,040

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（9月分）の支出について
640

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター分館事務用・研修用市内出張交通費の支出について（平成26年9月分）
5,220

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
1,640

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
4,457

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（9月分）の支出について
280

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（9月分）の支出について
360

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
18,409

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
33,376

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
4,018
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都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
5,126

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
1,886

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
2,228

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護及び住宅手当措置事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
2,138

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費等の支出について（９月分）
6,150

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
17,196

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護及び住宅手当措置事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
311,413

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代９月分）の支出について
5,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代９月分）の支出について
28,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代９月分）の支出について
19,200

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料８月分）の支出について
1,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代８～１０月分）の支出について
27,190

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代７・９・１０月分）の支出について
31,100

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１０月分）の支出について
8,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代８・９月分）の支出について
17,240

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
2,748

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（9月分）
31,190

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
36,931

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉センター分館事務用・研修用市内出張交通費の支出について（平成26年9月分）
2,280

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
6,672

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
3,992

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員活動費（第2四半期分）の支払いについて
6,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
5,388

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
62,825

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
11,726

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業の委託料の支出について（保育ママきらきらBaby都島北通園　9月分）
1,038,050

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業委託料の支出について（保育ママエンジェルキッズ都島園　9月分）
544,960

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業の委託料の支出について（保育ママ桜の宮ベビーセンター　9月分）
1,190,780

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業の委託料の支出について（保育ママきらきらBaby都島園　9月分）
1,097,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業にかかる医療費の支出について
390,935

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
2,624

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
5,904

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業にかかる医療費の支出について
14,660

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業にかかる医療費の支出について
38,491

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
20,786

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
14,884

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費等の支出について（平成26年9月分）
1,380

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課介護保険事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
71,584

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課介護保険事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
12,324

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
1,148

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（9月分）の支出について
360

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（9月分）の支出について
1,170

都島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
1,852

福島区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ポスター・チラシ等作成研修にかかる講師謝礼の支出について
18,680

福島区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事業用消耗品の購入経費の支出について（トナーカートリッジ・ブラック　外５点）
117,396

福島区役所 総務課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区役所保健福祉課（生活支援）レイアウト変更に伴う電話回線移設及び電算室内電話交換器バッテリー取替業務委託の支出について
93,960

福島区役所 総務課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区役所保健福祉課（生活支援）レイアウト変更に伴う電話回線移設及び電算室内電話交換器バッテリー取替業務委託の支出について
140,400
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福島区役所 総務課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年9月分（3回目）　小口支払基金繰入金の支出について
3,888

福島区役所 総務課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 災害時の動員による参集にかかるタクシー代の支出について（平成26年9月24日分）
1,220

福島区役所 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事業用消耗品の購入経費の支出について（ロールマスター）
77,220

福島区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事業用消耗品の購入経費の支出について（電話機）
129,600

福島区役所 総務課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 AED用電極パッド（使い捨て除細動パッド）購入経費の支出について
14,688

福島区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業及び特別支援教育サポート事業に係る謝礼金の支出について(9月)
102,000

福島区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業及び特別支援教育サポート事業に係る謝礼金の支出について(9月)
101,000

福島区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年9月分　区役所事業用コピー代金の支出について
104,766

福島区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年7月～9月分　区役所事務参考用読売新聞の購入経費の支出について
12,111

福島区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年7月～9月分　区役所事務参考用毎日新聞の購入経費の支出について
12,111

福島区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年7月～9月分　区役所事務参考用朝日新聞の購入経費の支出について
12,111

福島区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年9月分　大阪市福島区役所庁舎機械警備業務委託長期継続経費の支出について（平成25年7月契約分）
36,288

福島区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年9月分　庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成25年3月～平成29年2月）
15,941

福島区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年9月分　福島区役所宿日直用寝具一式の借入経費の支出について
9,720

福島区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年9月分　福島区役所庁内情報利用端末機等一式長期借入経費の支出について（平成25年3月～平成29年2月）
25,164

福島区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年9月分　庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成26年3月31日～平成30年2月）
114,256

福島区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成26年度　福島区広報紙「広報ふくしま」印刷業務にかかる印刷製本費の支出について（平成26年5月号～平成27年4月号）１０月分
247,757

福島区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度第１回福島区民モニターアンケート調査業務委託にかかる経費の支出について
210,276

福島区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区広報紙「広報ふくしま」企画編集にかかる委託料の支出について（平成26年5月号～平成27年4月号）１０月分
113,400

福島区役所 総務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年10月分（1回目）　小口支払基金繰入金の支出について
3,473

福島区役所 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年9月分　区役所事業用コピー代金の支出について
18,913

福島区役所 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年9月分　大阪市福島区役所庁舎清掃業務委託長期継続経費の支出について（平成25年3月契約分）
475,200

福島区役所 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年9月分　庁舎維持管理用一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について
5,637

福島区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年7月～9月分　福島区役所自動扉保守点検業務委託経費の支出について
45,360

福島区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区政会議用外付けＨＤＤの購入経費の支出について
11,664

福島区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年7月～9月分　区役所事務参考用産経新聞の購入経費の支出について
12,111

福島区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分　窓口サービス課・総務課用後納郵便料金の支出について
78,407

福島区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分　区役所事業用電話料金の支出について（機械警備分）
786

福島区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 区政会議用議事録作成業務にかかる筆耕翻訳料の支出について
38,016

福島区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分　児童・高齢者虐待連絡用携帯電話料金の支出について
5,577

福島区役所 総務課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区広報紙「広報ふくしま」全戸配布業務にかかる委託料の支出について（平成26年4月号～平成27年3月号）１０月分
327,894

福島区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 平成26年10月分（2回目）　小口支払基金繰入金の支出について
4,160

福島区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分（2回目）　小口支払基金繰入金の支出について
10,400

福島区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成26年10月分（2回目）　小口支払基金繰入金の支出について
1,000

福島区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 平成26年全国消費実態調査にかかる消耗品の購入経費の支出について
32,351

福島区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年経済センサス-基礎調査及び平成26年商業統計調査及び平成26年全国消費実態調査にかかる後納郵便料金（9月分）の支出について
287

福島区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成２６年経済センサス‐基礎調査及び商業統計調査にかかる料金受取人払い後納郵便料金（９月分）の支出について
582

福島区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 平成26年10月分（2回目）　小口支払基金繰入金の支出について
2,400

福島区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務にかかる後納郵便料金（9月分）の支出について
652

福島区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務にかかる後納郵便料金（9月分）の支出について
4,182

福島区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業及び特別支援教育サポート事業に係る謝礼金の支出について(9月_2)
11,000

福島区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業及び特別支援教育サポート事業に係る謝礼金の支出について(9月_2)
3,000

福島区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事業用消耗品の購入経費の支出について（ＦＡＸトナーユニット　外１点）
55,080

福島区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報紙用等郵送業務にかかる通信運搬費の支出について（９月分）
4,151

福島区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報紙用等郵送業務にかかる通信運搬費の支出について（９月分）
5,755

福島区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴用郵送業務にかかる通信運搬費の支出について（７・９月分）
194

福島区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分　区役所事業用電話料金の支出について（市民局証明書発行システム分）
7,649

福島区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分　区役所事業用電話料金の支出について（専用回線分）
21,020
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福島区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区役所案内サイン設置業務委託経費の支出について
162,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（9月分2回目･口座払）
19,306

福島区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費支払準備金の支出について（10月分）
150,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金（一般分）平成26年10月分の支出について
100,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金（退職分）平成２６年１０月分の支出について
20,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年10月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（9月分3回目･口座払）
97,373

福島区役所 窓口サービス課 平成26年10月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険　出産育児一時金の支出について(9月分2回目・口座払)
430,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年10月08日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険　葬祭費の支出について（9月分2回目・口座払）
150,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年10月08日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支払準備金の支出について（10月分）
450,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年10月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用テープのり外１５点の購入及び同経費の支出について
23,760

福島区役所 窓口サービス課 平成26年10月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用リサイクルトナーの購入及び同経費の支出について
8,100

福島区役所 窓口サービス課 平成26年10月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金口座払いの支出について
470,446

福島区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保険年金担当における交通費の支出について（平成２６年９月分）
580

福島区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当における交通費の支出について（平成２６年９月分）
300

福島区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成26年9月分　保険年金事業用コピー料金の支出について
9,223

福島区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当における交通費の支出について（平成２６年９月分）
2,780

福島区役所 窓口サービス課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍及び住民登録事務用消耗品の購入経費の支出について
33,048

福島区役所 窓口サービス課 平成26年10月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（10月分1回目･口座払）
256,191

福島区役所 窓口サービス課 平成26年10月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(退職)の支出について(10月分1回目･口座払）
13,131

福島区役所 窓口サービス課 平成26年10月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当における交通費の支出について（平成２６年９月追加分）
360

福島区役所 窓口サービス課 平成26年10月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険　葬祭費の支出について（10月分1回目・口座払）
150,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍及び住民登録事務用消耗品の購入経費の支出について
32,184

福島区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍及び住民登録事務用消耗品の購入経費の支出について
28,890

福島区役所 窓口サービス課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険　出産育児一時金の支出について(10月分1回目・口座払)
156,520

福島区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市福島区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる業務委託料第８回中間払い（平成２６年９月分）の支出について
3,061,683

福島区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）業務にかかる市内出張交通費の支出について（９月分）
2,680

福島区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険等事務用後納郵便経費の支出について（平成26年度9月分）
1,340

福島区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校選択制希望調査票の受取人払いにかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
37,830

福島区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険等事務用後納郵便経費の支出について（平成26年度9月分）
68,420

福島区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険等事務用後納郵便経費の支出について（平成26年度9月分）
274,862

福島区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（10月分2回目･口座払）
229,494

福島区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(退職)の支出について(10月分2回目･口座払）
13,131

福島区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険等事務用後納郵便経費の支出について（平成26年度9月分）
47,568

福島区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当後期高齢者医療事務用後納郵便経費の支出について（平成26年9月分）
1,455

福島区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当後期高齢者医療事務用後納郵便経費の支出について（平成26年9月分）
13,881

福島区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険等事務用後納郵便経費の支出について（平成26年度9月分）
24,760

福島区役所 市民協働課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 下福島中学校における防災講演にかかる講師謝礼の支出について（平成26年9月分）
15,620

福島区役所 市民協働課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる避難所開設訓練用消耗品（立看板）の購入経費の支出について
195,480

福島区役所 市民協働課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「みんなでつくる安心安全なまち2014 in福島区」防災イベントにかかる業務委託経費の支出について
390,000

福島区役所 市民協働課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「ほたるまちジャズライブ」ポスター及びチラシの製作にかかる印刷製本費の支出について
28,620

福島区役所 市民協働課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花とみどりのまちづくり事業にかかるキンギョソウ外９点の購入の支出について
17,020

福島区役所 市民協働課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分３回目）
213

福島区役所 市民協働課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分３回目）
9,720

福島区役所 市民協働課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分３回目）
3,224

福島区役所 市民協働課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分３回目）
360

福島区役所 市民協働課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分３回目）
7,462

福島区役所 市民協働課 平成26年10月07日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分３回目）
5,142

福島区役所 市民協働課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度福島区地域住民による安心・安全・快適駅前構築モデル事業にかかる業務委託料の支出について（８月分）
194,000
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福島区役所 市民協働課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「24区役所連携＆天下一祭り」スタンプラリー台紙の製作にかかる印刷製本費の支出について
36,612

福島区役所 市民協働課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる図上訓練用消耗品（ふせん外３点）の購入経費の支出について
13,761

福島区役所 市民協働課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発用区民まつりヘリウムガス購入経費の支出について
21,600

福島区役所 市民協働課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 福島区にぎわい創出事業用　ほたるまちジャズライブの実施にかかる分担金の支出について
510,000

福島区役所 市民協働課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる津波浸水深警告表示板外１点の購入経費の支出について
195,480

福島区役所 市民協働課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 花づくり広場の運営に係る電気使用料の支出について（9月分）
541

福島区役所 市民協働課 平成26年10月14日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 電気自動車からの電力供給による避難所の電源確保のための「日産リーフ」リース契約に基づくリース料の支払いについて（平成２６年９月分）
27,972

福島区役所 市民協働課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花とみどりのまちづくり事業にかかる種蒔き培土外12点の購入の支出について
154,494

福島区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課職員市内出張交通費の支出について(平成２６年９月分)
13,046

福島区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策業務にかかる消耗品の購入経費の支出について
18,468

福島区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる福島区地域防災リーダー装備品の購入経費の支出について
16,556

福島区役所 市民協働課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策用ガス式発電機及び並列運転コード、エンジンオイルの購入経費の支出について
26,460

福島区役所 市民協働課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる避難所開設訓練用消耗品（レジャーシート外１５点）の購入経費の支出について
126,014

福島区役所 市民協働課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる避難所開設訓練用消耗品（ふせん外３点）の購入経費の支出について
28,717

福島区役所 市民協働課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 地域防災対策用ガス式発電機及び並列運転コード、エンジンオイルの購入経費の支出について
2,376

福島区役所 市民協働課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 地域防災対策用ガス式発電機及び並列運転コード、エンジンオイルの購入経費の支出について
1,203,228

福島区役所 市民協働課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分１回目）
19,764

福島区役所 市民協働課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分１回目）
5,812

福島区役所 市民協働課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分１回目）
11,059

福島区役所 市民協働課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分１回目）
3,120

福島区役所 市民協働課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり担当業務にかかる通信運搬費の支出について（9月分）
5,740

福島区役所 市民協働課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり担当業務にかかる通信運搬費の支出について（9月分）
332

福島区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度福島区コミュニティ育成事業選定委員会にかかる報償金の支出について
39,285

福島区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習推進事業にかかる消耗品の購入経費の支出について
3,218

福島区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立福島区民センター管理運営業務委託料の支出について（第三回目）
5,086,750

福島区役所 市民協働課 平成26年10月28日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 全国地域安全運動（秋）にかかる啓発物品の購入経費の支出について
103,680

福島区役所 市民協働課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度福島区地域住民による安心・安全・快適駅前構築モデル事業にかかる業務委託料の支出について(9月分)
194,000

福島区役所 市民協働課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる水中歩行体験時使用分の水中ポンプ用ホース外１点の購入経費の支出について
4,320

福島区役所 市民協働課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分２回目）
3,188

福島区役所 市民協働課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分２回目）
213

福島区役所 市民協働課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 福島区ぼうさいあんぜんマップの作成経費の支出について
64,800

福島区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルームにかかる講師謝礼の支出について（9月分）
32,000

福島区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業用消耗品の購入経費の支出について
109,706

福島区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援担当にかかる後納郵便料金の支出について（8．9月分）
82

福島区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援担当にかかる後納郵便料金の支出について（8．9月分）
284

福島区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援担当にかかる後納郵便料金の支出について（8．9月分）
902

福島区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
5,658

福島区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 青色防犯パトロール車両の自動車損害賠償保障法に規定する責任保険の保険料の支出について
26,370

福島区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市福島区における新たな地域コミュニティ支援事業に係る委託料の支出について（第３四半期分）
3,775,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 介護保険・高齢者福祉事務用市内出張交通費の支出について　平成26年８月分
1,460

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成26年８月分生活保護業務にかかる管外出張旅費の支出について
1,720

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（８月分）
20,600

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（８月分）
19,530

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護介護扶助にかかる短期入所サービス費（食費・住居費）の施設分負担額の支出について
13,370

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
6,910

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年９月分ＢＣＧにかかる医師報償金の支出について
24,890

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費（特別保育用）１０月分の支出について
10,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費事業資金（通常保育用）１０月分の支出について
30,000
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福島区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立野田保育所消耗品費事業資金（通常保育用）１０月分の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 すこやかフェスタ用ヘリウムガス購入経費の支出について
21,600

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
249,770

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（７月分）
11,891

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ハッピーママ＆プレママ用講師料の支出について（平成26年9月分）
10,400

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
4,412

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
27,767

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
193,963

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
135,423

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
445,871

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
294,199

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
38,880

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
9,432

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
27,038

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
385,087

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
515,196

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
75,942

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
12,600

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
38,293

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
5,219

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
48,600

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
45,273

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
2,672

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
55,439

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
88,772

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
42,230

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
395,056

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
31,650

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
16,350

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（８月分）
8,112

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（８月分）
41,200

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（８月分）
14,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（８月分）
20,600

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
48,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（８月分）
20,600

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（８月分）
12,392

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（８月分）
9,255

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（９月分）
7,442

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる非指定医療機関診療報酬の支出について
21,020

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
4,320

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
184,356

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
178,874

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 厚生統計調査用住宅地図購入経費の支出について
9,720

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用コピー代金の支出について　平成26年８月分
16,450

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用コピー代金の支出について　平成26年８月分
8,622

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　区役所庁舎を活用した子育て支援事業（フッピィキッズルーム事業）の業務委託経費の支出について（第3四半期分）
675,000
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福島区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
12,245

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,584

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
14,070

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　重度障がい者医療費療養費１０月支給分の支出について
378,124

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　一部負担金相当額等一部助成費１０月支給分の支出について
14,475

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,933

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　こども医療費療養費１０月支給分の支出について
219,868

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
306

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費支給事業にかかる給付金の支出について　福島１号
270,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区役所庁舎を活用した子育て支援事業にかかる講師謝礼９月分の支出について
43,260

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
518

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人葬祭にかかる委託料の支出について
179,649

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる１０月定例払い・随時払い（２回目）保護費の支出について
390,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
64,800

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
120,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（９月分）
25,500

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,240

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
20,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　こども医療費療養費９月支給分の支出について（口座不能分）
1,088

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年9月分乳幼児健診等にかかる報償金の支出について
329,550

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 大阪市母子福祉貸付金　修学資金・技能習得資金・生活資金第３四半期分の支出について
4,828,500

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,762

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 ふくしま子育て情報　フッピィキッズ印刷経費の支出について（第23号印刷分）
62,640

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉講師料平成26年9月分の支出について
37,580

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（９月分）
25,823

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,800

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
28,296

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座（壮年）講師料の支出について（平成26年9月30日分）
9,280

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育キャンペーンイベント用消耗品購入経費の支出について
25,704

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年5月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
3,440

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年8月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
3,140

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年5月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
920

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年8月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
840

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年7月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
3,610

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年5月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
360

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年5月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
1,460

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年7月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
1,900

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年7月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
1,400

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年8月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
840

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年5月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
2,240

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年8月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
960

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年7月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
2,130

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年9月分）
656

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年9月分）
82

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成26年5月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
4,960

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成26年7月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
480

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成26年7月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
1,320

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成26年7月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
300
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福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成26年8月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
480

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法及び児童福祉法にかかる高額障がい福祉サービス費の支出について
336

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法及び児童福祉法にかかる高額障がい福祉サービス費の支出について
3,344

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
220,692

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 平成26年8月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
240

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 平成26年7月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
300

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる１１月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
6,330,704

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる１１月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
4,064,361

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護にかかる１１月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
81,690

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護にかかる１１月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
80,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護にかかる１１月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
400,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年9月分）
1,034

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 地域健康情報発信事業用印刷製本費の支出について
50,025

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年9月分）
26,180

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成26年8月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
320

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成26年7月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
320

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年9月分）
164

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年9月分）
4,654

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成26年5月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
960

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成26年5月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
360

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年9月分）
410

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　こども医療費療養費１０月支給分の支出について（その２）
20,003

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当の随時口座払いについて
10,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年9月分）
18,672

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生活支援担当レイアウト変更に伴うシステム端末の移設整備業務にかかる委託料の支出について
157,680

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
23,328

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 後見人等報酬助成金の支出について
250,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 ふくしま暮らし支え合いシステム事業の実施にかかる経費の支出について（３回目）
996,730

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　重度障がい者医療費療養費１０月支給分の支出について（その２）
291,669

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　一部負担金相当額等一部助成費１０月支給分の支出について
4,337

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業にかかる委託料の支出について（ほっこりひばり保育園）[8月分]
1,587,190

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業にかかる委託料の支出について（ほっこりひばり保育園）[9月分]
1,634,080

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の支出について（保育ママ　育　福島東園）[9月分]
1,089,650

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の支出について（保育ママ　育　福島園）[9月分]
963,750

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の支出について（保育ママ　KIDSROOM　Baby-bee ふくしま園）[9月分]
1,033,930

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の支出について（保育ママきららえびえ保育園）[９月分]
704,750

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　ひとり親家庭医療費療養費１０月支給分の支出について
6,130

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
19,262

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
102,704

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
102,704

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
29,758

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（９月分）
20,600

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（９月分）
14,675

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費及び教材代の支出について（９月分）
17,826

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費及び教材代の支出について（９月分）
97,159

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費及び教材代の支出について（９月分）
54,177

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
4,200

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる非指定医療機関診療報酬の支出について
5,000
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福島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,400

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
30,025

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費（１０月分）の支出について
1,485,700

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 健康づくり推進事業すこやかウォーキング用講師料の支出について（平成26年10月10日分）
9,980

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ハッピーママ＆プレママ用講師料の支出について（平成26年10月分）
10,400

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 保健福祉課（運営・保健活動）用　市内出張旅費の支出について（平成２６年９月分）
600

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（運営・保健活動）用　市内出張旅費の支出について（平成２６年９月分）
2,820

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（運営・保健活動）用　市内出張旅費の支出について（平成２６年９月分）
9,960

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年９月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
1,470

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（受取人払）
3,298

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
1,230

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
8,638

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
7,380

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
3,624

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
4,088

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
1,148

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年９月分
256

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年９月分
246

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年９月分
410

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年９月分生活保護業務ならびに住宅支援給付事業業務にかかる料金後納郵便代金の支出について
82

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成26年９月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
4,480

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成26年９月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
640

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成26年９月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
1,010

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 平成26年９月分生活保護業務ならびに住宅支援給付事業業務にかかる料金後納郵便代金の支出について
135,675

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座（壮年）講師料の支出について（平成26年10月14日分）
9,280

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
3,614

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
1,394

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
43,559

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
12,218

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
15,592

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 平成26年9月分保健福祉課事務用コピー代金の支出について
17,547

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
4,284

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 平成26年9月分保健福祉課事務用コピー代金の支出について
24,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
3,154

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
390

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　受取人　平成26年９月分
14,463

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年９月分
63,006

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年９月分
550

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 健康づくり展げる講座事業用、及び介護予防地域健康講座事業用消耗品購入経費の支出について
2,452

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 健康づくり展げる講座事業用、及び介護予防地域健康講座事業用消耗品購入経費の支出について
35,888

福島区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険事業用住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

此花区役所 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 （一般管理用）ガス料金の支出について　平成２６年９月分
295,892

此花区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,926

此花区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
959

此花区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,970

此花区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,200

此花区役所 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 （一般管理用）電気料金の支出について（９月分）
958,470

此花区役所 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 （一般管理用）電気料金の支出について（９月分）
7,476
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此花区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン用カラープリンタ借入（再リース）にかかる経費の支出ついて（平成２６年９月分）
7,221

此花区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙常時啓発にかかるクリアホルダーの購入費用の支出について
51,840

此花区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所庁舎清掃業務委託にかかる委託料の支出について（平成26年9月分）
397,140

此花区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 区政会議に係る議事録作成経費の支出について（平成26年9月8日、9月9日、9月16日開催分）
91,854

此花区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 （一般管理事務用）庁内情報利用パソコン等機器一式借入　長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
123,661

此花区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 （一般管理事務用）庁内情報利用パソコン等機器　一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
51,342

此花区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （一般管理用）計量器の購入経費の支出について
19,764

此花区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （一般管理事務用）事務用イスの購入にかかる経費の支出について
26,740

此花区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年９月分　コピー代金の支出について（請求書６通）
172,011

此花区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区政への区民の声反映システム事業にかかる物品購入経費の支出について
9,720

此花区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 （一般管理用）ガス料金の支出について　平成２６年１０月分
170,483

此花区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 此花区民ホール排気ファンＭＣＣＢ動作不良修繕工事にかかる経費の支出について
28,080

此花区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（総合調整事務用）の支出について（平成26年９月分）
2,328

此花区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　電話料金の支出について　平成26年10月分　払込書１通
21,084

此花区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　電話料金の支出について　平成26年10月分　払込書１通
7,649

此花区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（総務課事務用）の支出について（平成26年9月分）
5,450

此花区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所・此花区民ホール　一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（９月分）
2,765

此花区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 （一般管理用）カラ―プリンター保守業務委託料の支出について（平成26年9月分）
4,428

此花区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所・此花区民ホール　一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（９月分）
566

此花区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所窓口案内従事者派遣にかかる委託料の支出について（平成26年9月分）
147,960

此花区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 平成26年全国消費実態調査にかかる事務物品の購入費用の支出について
24,132

此花区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務にかかる事務物品購入費用の支出について
25,508

此花区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務・啓発用）の支出について（平成26年9月分）
246

此花区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務・啓発用）の支出について（平成26年9月分）
4,838

此花区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 此花区役所・此花区民ホール　一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（９月分）
211

此花区役所 市民協働課 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度　４３～４８）
3,844

此花区役所 市民協働課 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度　４３～４８）
734

此花区役所 市民協働課 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度　４３～４８）
9,687

此花区役所 市民協働課 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度　４３～４８）
2,799

此花区役所 市民協働課 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度　４３～４８）
995

此花区役所 市民協働課 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度　４３～４８）
1,860

此花区役所 市民協働課 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度　４３～４８）
9,360

此花区役所 市民協働課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民の安全確保の防犯対策事業にかかる消耗品購入経費の支出について（防犯カラーボール）
9,936

此花区役所 市民協働課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民の安全確保の防犯対策事業にかかる消耗品購入経費の支出について（さすまた他）
127,699

此花区役所 市民協働課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑のまちづくり事業にかかる消耗品購入経費の支出について（チューリップ）
103,680

此花区役所 市民協働課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑のまちづくり事業にかかる消耗品購入経費の支出について（パンジ他）
77,673

此花区役所 市民協働課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる此花区内３中学校　校外巡回「声かけ」事業委託経費の支出について（平成２６年８月分）
35,316

此花区役所 市民協働課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 このはなアートプロジェクトにかかる陶板焼成経費の支出について
95,040

此花区役所 市民協働課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 このはなアートプロジェクトにかかる釉薬等購入経費の支出について
24,376

此花区役所 市民協働課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度スポーツレクリエーション事業の消耗品購入経費にかかる支出について
11,147

此花区役所 市民協働課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 第１回ヒューマンセミナー映画上映会にかかる保育サポーター経費の支出について
22,840

此花区役所 市民協働課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度　此花区民ホール管理運営業務代行料の支出について（第３四半期分）
7,056,444

此花区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度　４９～５５）
1,296

此花区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度　４９～５５）
1,777

此花区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度　４９～５５）
1,503

此花区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度　４９～５５）
1,144

此花区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度　４９～５５）
3,000

此花区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度　４９～５５）
900
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此花区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度ＭＫＢプロジェクト事業にかかる分担金の支出について
1,500,000

此花区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度このはな区民学芸員等活動支援事業にかかる分担金の支出について
200,000

此花区役所 市民協働課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）事業にかかる講師謝礼金の支出について（８月分）
45,000

此花区役所 市民協働課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ＭＫＢプロジェクト事業　けん玉指導者養成講座にかかる報償金の支出について（平成２６年９月分）
5,000

此花区役所 市民協働課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習計画推進事業　お楽しみタイムにかかる講師謝礼金の支出について（９月分）
10,000

此花区役所 市民協働課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業用消耗品購入経費の支出について
10,000

此花区役所 市民協働課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業用消耗品購入経費の支出について
10,000

此花区役所 市民協働課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業用消耗品購入経費の支出について
30,000

此花区役所 市民協働課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業用消耗品購入経費の支出について
11,339

此花区役所 市民協働課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業用消耗品購入経費の支出について
40,000

此花区役所 市民協働課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業用消耗品購入経費の支出について
20,000

此花区役所 市民協働課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業用消耗品購入経費の支出について
20,000

此花区役所 市民協働課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業用消耗品購入経費の支出について
20,000

此花区役所 市民協働課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業用消耗品購入経費の支出について
10,000

此花区役所 市民協働課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業用消耗品購入経費の支出について
20,000

此花区役所 市民協働課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災リーダーにかかるボランティア保険料の支出について
1,200

此花区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる生活指導アドバイザー報償金の支出について（８．９月分）
28,400

此花区役所 市民協働課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯事業に係る電話料金の支出について（平成26年9月分）
6,622

此花区役所 市民協働課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度此花区コミュニティ育成事業にかかる委託料の支出について（第３四半期分）
2,405,600

此花区役所 市民協働課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西ブロック区役所附設会館指定管理者の施設運営状況に対する評価に係る専門委員にかかる報償金の支出について
32,970

此花区役所 市民協働課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業　サポーター報償金の支出について（９月分）
190,960

此花区役所 市民協働課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区広報紙事業用　メール便利用料の支出について（平成26年9月分）
2,624

此花区役所 市民協働課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立男女共同参画センター（クレオ大阪西）ホール舞台装置・音響・照明操作にかかる業務委託経費の支出について
55,080

此花区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習公開講座「陶芸教室」にかかる報償金経費の支出について
30,000

此花区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）事業にかかる講師謝礼金の支出について（９月分）
25,000

此花区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 此花区広報紙「広報このはな」印刷経費の支出について（平成26年10月号分）
348,451

此花区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２６年９月分）
574

此花区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２６年９月分）
140

此花区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２６年９月分）
2,962

此花区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２６年９月分）
1,248

此花区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 映像等による魅力発信事業用　ワイヤレスネットワーク通信料の支出について（平成26年9月分）
4,716

此花区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２６年９月分）
856

此花区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２６年９月分）
4,756

此花区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区広報紙「広報このはな」全戸配布業務委託料の支出について（平成26年10月号分）
335,755

此花区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区広報紙「広報このはな」編集業務委託料の支出について（平成26年10月号分）
223,560

此花区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成26年10月分　国民健康保険 葬祭費の前渡資金の支出について
50,000

此花区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成26年10月分　国民健康保険 出産育児一時金の前渡資金の支出について
1,260,000

此花区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等に係る還付金　１０月分支払資金の支出について
30,000

此花区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等に係る還付金　１０月分支払資金の支出について
20,000

此花区役所 窓口サービス課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市此花区役所住民情報業務等委託契約にかかる経費の支出について（長期継続契約）平成２６年８月分
2,183,122

此花区役所 窓口サービス課 平成26年10月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険 出産育児一時金の支出について（平成26年9月申請）
420,000

此花区役所 窓口サービス課 平成26年10月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業用　ゴム印購入費の支出について
1,263

此花区役所 窓口サービス課 平成26年10月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
28,761

此花区役所 窓口サービス課 平成26年10月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
38,795

此花区役所 窓口サービス課 平成26年10月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
39

此花区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業用　ＰＰＣカラー用紙の購入費の支出について
4,963

此花区役所 窓口サービス課 平成26年10月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険 葬祭費の支出について（平成２６年８～９月申請分）
450,000

此花区役所 窓口サービス課 平成26年10月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険 出産育児一時金の支出について（平成26年9月申請分）
49,350
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此花区役所 窓口サービス課 平成26年10月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
70,793

此花区役所 窓口サービス課 平成26年10月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険 療養費　一般の支出について（平成２６年８月申請分）
594,288

此花区役所 窓口サービス課 平成26年10月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（平成26年9月申請分）
423,654

此花区役所 窓口サービス課 平成26年10月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（平成26年9月申請分）
14,463

此花区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）　ボイスコール用感熱ロール紙の購入経費の支出について
34,398

此花区役所 窓口サービス課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （住民情報担当事務用）記載台用掲示パネルの購入経費の支出について
13,500

此花区役所 窓口サービス課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （住民情報担当事業用）ゴム印の作成経費の支出について
2,754

此花区役所 窓口サービス課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 需用費　消耗品費 特定健康診査受診率向上にかかる啓発用クリアファイル購入経費の支出について
69,357

此花区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務にかかる料金後納郵便料金（９月分）の支出について
49,754

此花区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 コピー代金（９月分）の支出について
5,094

此花区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（９月分）の支出について
7,888

此花区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校選択制希望調査票返送にかかる料金受取人払分の郵便料金（９月分）の支出について
34,629

此花区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校選択制希望調査送付にかかる料金後納郵便料金（９月分）の支出について
410

此花区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 コピー代金（９月分）の支出について
2,548

此花区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（９月分）の支出について
52,452

此花区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 コピー代金（９月分）の支出について
5,093

此花区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（９月分）の支出について
18,342

此花区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（９月分）の支出について
329,507

此花区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
1,320

此花区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（９月分）の支出について
58,498

此花区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（９月分）の支出について
17,768

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立高見町保育所消耗品費の支出について(平成26年10月分）
10,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立酉島保育所消耗品費の支出について（平成26年10月分）
30,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立高見町保育所消耗品費の支出について(平成26年10月分）
30,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見鑑定料の支出について
100,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年８月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
240

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年８月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
1,840

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成26年８月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
1,960

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成26年８月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
740

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
148,925

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
54,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
124,643

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
8,400

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費の支出について
18,710

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費の支出について
15,504

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
38,320

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,240

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
66,500

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
132,989

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
221,916

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成26年８月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
2,844

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成26年８月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
360

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 平成26年度　介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
12,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
134,674

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月06日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子寡婦福祉資金貸付金の支出について（１０～３月分）
324,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費（平成２６年９月３、４日支払帳票作成分）口座不能による再支出について
6,470

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
41,930

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費１０月分資金前渡金の支出について（２回目）
3,000,000
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此花区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費１０月分資金前渡金の支出について（２回目）
2,000,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種医師報償金の支出について（ＢＣＧ平成２６年９月分）
24,890

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
203

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成２６年１１月１９日実施「子育て講演会」にかかる周知用ポスター作製経費の支出について
30,996

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
500

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,490

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,230

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
800

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用消耗品費（総合福祉システムリサイクルトナー）の支出について
35,640

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
189,679

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
98,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
162,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による日割り家賃の支出について
5,833

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
190,766

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費の支出について
36,146

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
43,880

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
88,619

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
26,540

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,500

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
671,500

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分－２）
100

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分－２）
5,104

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分－２）
14,403

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分－２）
600

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分－２）
100

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について
55,439

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
180,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
25,728

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
20,108

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
14,508

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
14,514

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子寡婦福祉資金貸付金の支出について（１０～１２月）
5,101,725

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座講師報償金の支出について（平成２６年９月分）
21,500

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
12,030

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費（平成２６年９月５日支払帳票作成分）の口座不能による再支出について
13,086

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 成年後見市長申立にかかる費用の支出について
3,880

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立にかかる費用の支出について
3,400

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用経費等にかかる消耗品（ゴム印等）購入経費の支出について
529

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用経費等にかかる消耗品（ゴム印等）購入経費の支出について
46,288

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用経費等にかかる消耗品（ゴム印等）購入経費の支出について
1,972

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
4,400

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用消耗品費（庁内端末リサイクルトナー）の支出について
29,376

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費１１月分資金前渡金の支出について
13,000,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費１１月分資金前渡金の支出について
6,000,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費１１月分資金前渡金の支出について
150,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費１１月分資金前渡金の支出について
800,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用経費等にかかる消耗品（ゴム印等）購入経費の支出について
19,974

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用経費等にかかる消耗品（ゴム印等）購入経費の支出について
16,740
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此花区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用経費等にかかる消耗品（ゴム印等）購入経費の支出について
1,523

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年度全国母子自立支援員研修会・養育費相談支援に関する全国研修会参加にかかる普通旅費の支出について
42,510

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用経費等にかかる消耗品（ゴム印等）購入経費の支出について
23,918

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費の支出について（平成26年10月分）
1,253,100

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用経費等にかかる消耗品（ゴム印等）購入経費の支出について
19,116

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
10,320

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 身体障がい者相談員報償金の支給について（4月～9月分）
57,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 知的障がい者相談員報償金の支出について（4月～9月）
11,400

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費（平成２６年１０月１０日支払帳票作成分）の支出について
1,506,269

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業（ストマ等）の支出について
17,800

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業（ストマ等）の支出について
19,148

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費（平成２６年１０月１０日支払帳票作成分）の支出について
186,717

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 地域健康講座（壮年）にかかる印刷製本経費の支出について　　　　　　　　　　　　　（特定健診啓発リーフレット）
42,228

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 介護予防啓発事業（健康情報発信事業）にかかる印刷経費の支出について　　　　　　　　（介護予防啓発リーフレット）
35,424

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
56,400

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
87,400

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
79,182

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
141,552

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業における運営委託料の支出について（平成26年9月分）
1,051,100

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業における運営委託料の支出について(平成26年9月分）
1,095,400

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費（平成26年１０月１４日支払帳票作成分）の支出について
261,140

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費（平成２６年１０月１４日支払帳票作成分）の支出について
155,691

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年９月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
900

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年９月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
1,070

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分－１）
7,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年９月分）の支出について
766

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 介護保険事務等にかかる市内出張交通費の支出について（４月～９月分）
360

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成26年９月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
320

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
656

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
784

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
7,892

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
1,394

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
3,444

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
982

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
13,300

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 介護保険事務等にかかる市内出張交通費の支出について（４月～９月分）
300

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 介護保険事務等にかかる市内出張交通費の支出について（４月～９月分）
1,160

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について（９月分）
738

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について（９月分）
1,520

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
1,722

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業にかかる料金後納郵便料９月分の支出について
242,560

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業にかかる料金後納郵便料９月分の支出について
27,088

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
109,978

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
140,400

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
243,131

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
651,662

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費の支出について
6,696

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,240
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此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
224,672

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
47,810

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による非指定医療機関診療報酬の支出について
935,500

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
28,740

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
167,220

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年９月分）の支出について
82

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年９月分）の支出について
492

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年９月分）の支出について
660

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分－１）
1,801

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年９月分）の支出について
6,088

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年９月分）の支出について
1,066

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成26年９月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
2,580

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年９月分）の支出について
454

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成26年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
2,606

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年９月分）の支出について
15,873

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 平成26年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
776

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
48,669

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
2,774

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
5,002

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
1,206

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年９月分）の支出について
533

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 平成26年９月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
360

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
410

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
4,674

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３歳児健診報償金（８月分）口座振替不能に伴う再支出について
24,128

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年９月分）の支出について
8,362

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 介護保険事務等にかかる市内出張交通費の支出について（４月～９月分）
330

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 平成26年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
9,772

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務等にかかる市内出張交通費の支出について（４月～９月分）
7,920

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年９月分　コピー代金（単価契約）の支出について
9,966

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について（９月分）
74,194

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 介護保険事務等にかかる市内出張交通費の支出について（４月～９月分）
1,430

此花区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 介護保険事務等にかかる市内出張交通費の支出について（４月～９月分）
690

中央区役所 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 総務事務用市内出張旅費の支出について（８月分）
480

中央区役所 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（８月分）
15,022

中央区役所 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（８月分）
3,098,072

中央区役所 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区広報紙「広報ちゅうおう」の全戸配布業務委託（概算契約）（平成26年4月号～平成27年3月号）の実施並びに同経費の支出について（8月号）
964,686

中央区役所 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（８月分）
209,217

中央区役所 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（８月分）
73,226

中央区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 業者資格審査委員会にかかる外部委員報償金の支払いについて（平成26年9月4日開催分）
11,400

中央区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 中央区広報紙「広報ちゅうおう」企画編集及び印刷業務委託（平成26年5月号～平成27年4月号）の実施並びに同経費の支出について（9月号）
877,888

中央区役所 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２６年経済センサス－基礎調査及び商業統計調査にかかる調査員報酬の支出について（口座振替不能分）
52,980

中央区役所 総務課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度中央区総合庁舎産業廃棄物搬出処理業務の経費の支出について（８月分）
13,064

中央区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・内訳書決議番号１１０～１１２・２０７～２１０・４１５）
1,774

中央区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・内訳書決議番号１１０～１１２・２０７～２１０・４１５）
10,800

中央区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・内訳書決議番号１１０～１１２・２０７～２１０・４１５）
526

中央区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・内訳書決議番号１１０～１１２・２０７～２１０・４１５）
5,248

中央区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・内訳書決議番号１１０～１１２・２０７～２１０・４１５）
11,760
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中央区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・内訳書決議番号１１０～１１２・２０７～２１０・４１５）
8,700

中央区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中央区役所ケーブルテレビ使用料の支出について（８月分）
3,780

中央区役所 総務課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区内公共施設設置防犯カメラ保守点検管理業務委託の実施並びに同経費の支出について（９月分）
156,600

中央区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中央区役所デジタル印刷機長期借入の実施並びに同経費の支出について（９月分）
9,504

中央区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（９月分）
4,971

中央区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン等長期借入の実施並びに同経費の支出について（９月分）
22,680

中央区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入の実施並びに同経費の支出について（９月分）
183,845

中央区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 平成２６年経済センサス－基礎調査及び商業統計調査用、平成２７年国勢調査調査区設定用コピー代金の支出について（８月分）
481

中央区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 平成２６年経済センサス－基礎調査及び商業統計調査用、平成２７年国勢調査調査区設定用コピー代金の支出について（８月分）
8,261

中央区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（９月分）
445

中央区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（９月分）
156

中央区役所 総務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度中央区総合庁舎産業廃棄物搬出処理業務の経費の支出について（９月分）
9,472

中央区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（９月分）
79,208

中央区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（９月分）
165,108

中央区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（９月分）
3,983

中央区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（９月分）
8,304

中央区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（９月分）
1,394

中央区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（９月分）
2,906

中央区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用消耗品の購入並びに同経費の支出について
206,044

中央区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（９月分）
29,033

中央区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）契約の締結並びに同経費の支出について（９月分）
477,898

中央区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度中央区総合庁舎一般廃棄物搬出処理業務の経費の支出について（９月分）
5,419

中央区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（運営）事務用コピー代金の支出について（８月分）
18,936

中央区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー代金の支出について（８月分）
27,828

中央区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住情）事務用コピー代金の支出について（８月分）
23,288

中央区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料９月分の支出について（市外）
112,727

中央区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料９月分の支出について（市外）
10,109

中央区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料９月分の支出について（市外）
3,538

中央区役所 総務課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用切手の購入並びに同経費の支出について
39,900

中央区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（運営）事務用コピー代金の支出について（９月分）
22,749

中央区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住情）事務用コピー代金の支出について（９月分）
30,914

中央区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー代金の支出について（９月分）
22,123

中央区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 平成２６年経済センサス－基礎調査及び商業統計調査用、平成２６年全国消費実態調査用コピー代金の支出について（９月分）
7,452

中央区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 平成２６年経済センサス－基礎調査及び商業統計調査用、平成２６年全国消費実態調査用コピー代金の支出について（９月分）
17,127

中央区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務参考用毎日新聞及び日本経済新聞の購入並びに同経費の支出について（７月～９月分）
25,638

中央区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 中央区災害対策職員住宅電話使用料の支出について（９月分）
3,038

中央区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 中央区災害対策用職員住宅にかかる賃貸借の実施並びに同経費の支出について（11月分）
179,000

中央区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（９月分）
2,728,722

中央区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料９月分の支出について（市内等）
303,414

中央区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（９月分）
140

中央区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用料金後納郵便の支出について（９月分）
124,500

中央区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中長期在留者住居地届出等事務にかかる申請書等発送用料金後納郵便の支出について（９月分）
1,310

中央区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（９月分）
1,458

中央区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（９月分）
164

中央区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成２６年経済センサス－基礎調査及び商業統計調査、平成２６年全国消費実態調査にかかる郵便料金（後納郵便）の支出について（９月分）
20,769

中央区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成２６年経済センサス－基礎調査及び商業統計調査にかかる郵便料金（後納料金）【料金受取人払（調査票提出用）】の支出について（９月分）
5,529

中央区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成２６年経済センサス－基礎調査及び商業統計調査、平成２６年全国消費実態調査にかかる郵便料金（後納郵便）の支出について（９月分）
82

中央区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（選挙管理委員会９月分）の支出について
1,454
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中央区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（選挙管理委員会９月分）の支出について
4,600

中央区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（９月分）
183,379

中央区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料９月分の支出について（市内等）
27,212

中央区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（９月分）
64,182

中央区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料９月分の支出について（市内等）
9,524

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年１０月分国民健康保険出産一時金及び葬祭費の支出について
100,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年１０月分国民健康保険出産一時金及び葬祭費の支出について
450,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金　一般１０月分の支出について
300,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金　マル退１０月分の支出について
30,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市中央区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる所要経費の支出について（平成26年７月分支払い）
3,288,712

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市中央区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる所要経費の支出について（平成26年６月分支払い）
3,836,830

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について
420,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について
1,038,528

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
64,288

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
50,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について
32,121

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について
420,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
48,859

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
50,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について
10,120

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について
251,008

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について
420,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市中央区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる所要経費の支出について（平成26年８月分支払い）
3,288,712

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（１０月第３回支払分）
387,447

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（１０月第６回支払分）
184,694

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国保・後期高齢・国民年金事務用品の購入及び同経費の支出について
27,310

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国保・後期高齢・国民年金事務用品の購入及び同経費の支出について
188,244

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保・後期高齢・国民年金事務用品の購入及び同経費の支出について
29,550

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務用コピー代金の支出について（８月分）
16,238

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 国保・後期高齢・国民年金事務用品の購入及び同経費の支出について
32,400

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について
598,430

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出マル退分）の支出について
6,675

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（１０月第４回支払分）
234,475

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（１０月第３回支払分）
50,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険（管理）市内出張交通費（９月分）の支出について
780

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（管理・保険）事務用発券機ロール紙の購入及び同経費の支出について
32,400

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学事務にかかる就学通知書等発送用料金後納郵便の支出について（平成２６年９月分）
2,238

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
136,042

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収・賦課事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
385,362

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
30,078

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用受取人払郵便料金の支出について（９月分）
33,662

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険資格・賦課事務用受取人払郵便料金の支出について（９月分）
55,826

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険資格・賦課事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
17,910

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
85,256

中央区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
10,982

中央区役所 市民協働課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災ロビー展等に係る消耗品の購入経費の支出について
21,459

中央区役所 市民協働課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災関係事業に係る消耗品の購入経費の支出について
62,154

中央区役所 市民協働課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民活動支援グループ事務用消耗品の購入並びに同経費の支出について
29,574



平成26年度（平成26年10月）　公金支出情報

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

中央区役所 市民協働課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 　緑化ボランティア育成支援事業（種から育てる地域の花づくり事業）にかかる消耗品の購入経費の支出について　（その４）
39,528

中央区役所 市民協働課 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・内訳書決議番号３０９・３１０）
328

中央区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づくコピー代金（８月分）の支出について
7,349

中央区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づくコピー代金（８月分）の支出について
1,428

中央区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づくコピー代金（８月分）の支出について
9,609

中央区役所 市民協働課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全運動関係事業にかかる啓発物品の購入経費の支出について
31,320

中央区役所 市民協働課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館会館管理運営事業にかかる指定管理者への業務代行料の支出について（平成26年度第３四半期分）
11,553,978

中央区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度 放置自転車規制警備業務委託料の支出について（９月分）
884,520

中央区役所 市民協働課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　発達障がいサポート事業に伴うサポーターに係る報償金の支出について（９月分）
133,040

中央区役所 市民協働課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度 啓発指導員による放置自転車対策業務委託料の支出について（９月分）
987,000

中央区役所 市民協働課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成26年度　市民協働で環境浄化に取り組む「みんなでクリーン！ゆめちゅうおう」におけるパンフレット等作成経費の支出について
166,752

中央区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業にかかる区民まつりの啓発物品の購入ならびに同経費の支出について
119,232

中央区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 緑化ボランティア育成支援事業（種から育てる地域の花づくり事業）にかかる消耗品の購入経費の支出について　（その５）
11,955

中央区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民活動支援グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（９月分）
120

中央区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民活動支援グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（９月分）
500

中央区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯関係事業にかかる料金後納郵便料金の支出について（9月分）
5,084

中央区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯関係事業にかかる地域安全防犯業務用携帯電話利用料９月分の支出について
1,638

中央区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 市民活動支援グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（９月分）
205

中央区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年度学校選択制実施案内にかかる料金後納郵便料金の支出について（９月分）
48,209

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
59,400

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
82,400

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
82,380

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
8,553

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
90,395

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（妊娠検査料）の支出について
780

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
27,178

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（装具代）の支出について
87,612

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
36,444

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（足底装具）の支出について
13,990

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
5,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（胸椎装具）の支出について
31,282

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
219,924

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成26年度市立保育所消耗品費（特別保育用）の支出について（10月分）
10,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科健診にかかる報償金の支出について（平成26年8月分）
31,190

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3歳児健診にかかる報償金の支出について（平成26年8月分）
143,850

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 1歳6か月児健診にかかる報償金の支出について（平成26年8月分）
80,970

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3か月児健診にかかる報償金の支出について（平成26年8月分）
74,670

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成26年度市立保育所消耗品費（通常保育用）の支出について（10月分）
30,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第２四半期）の支払いについて（個人口座振込分）
592,975

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
32,760

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（断酒会交通費）の支出について
28,620

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
5,757

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
86,400

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
20,600

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（妊娠検査料）の支出について
8,450

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
34,856

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
15,114

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
15,840



平成26年度（平成26年10月）　公金支出情報

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

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
13,200

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（上肢装具）の支出について
15,458

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
19,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
38,578

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（長期入院患者診療報酬）の支出について
84,960

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護費　措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
58,054

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護費　措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
23,622

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第２四半期）の支払いについて（個人口座振込分）
550,475

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
2,216

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
40,211

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 老人保護措置費（葬祭費）の支出について
118,564

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
6,221

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
6,910

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
3,610

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（ゴム印８点）
2,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
98,606

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
11,842

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
29,805

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
288,109

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
40,600

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
30,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課社会復帰相談指導事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（木工用接着剤他９点）
6,312

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（ゴム印８点）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（ゴム印８点）
4,098

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（ゴム印８点）
2,800

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
31,440

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
37,644

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
48,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
41,040

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（教材・校外活動費）の支出について
32,400

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（教材代・学校給食費）の支出について
17,263

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
10,800

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（人工妊娠中絶術等）の支出について
92,790

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
7,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（足底装具）の支出について
63,089

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
53,668

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
213,220

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２６年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（９月分）
6,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 健康展にかかる周知用ポスターの作成並びに同経費の支出について
41,040

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
31,020

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
6,309

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成２６年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（９月分）
1,794

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護認定審査会用ペットボトルお茶の購入並びに同経費の支出について
10,800

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業所等支援事業費（住宅改修支援費）の支出について
4,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
63,364

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（装具代）の支出について
15,458

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支給について
270,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内及び管外出張旅費（平成２６年９月分）
6,810
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中央区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
41,397

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
5,496

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
20,280

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
5,864

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業及び生活技能訓練事業の実施並びに講師謝礼の支出について（９月分）
38,520

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
13,480

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
46,942

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
82,400

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費）の支出について
128,238

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
28,560

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（装具代）の支出について
29,396

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
6,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
57,300

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座講師謝礼金の支出について
9,080

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
144,998

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
7,776

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
1,838

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
2,216

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
30,151

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（移送費）の支出について
6,680

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（断酒会移送費）の支出について
6,180

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
18,812

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
13,341

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
5,700

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
2,380

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
5,580

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
4,380

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
1,296

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
1,360

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康展用及び各種保健事業実施用のり付パネル外消耗品の購入について
27,691

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康展用及び各種保健事業実施用のり付パネル外消耗品の購入について
9,207

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
4,830

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
87,002

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
196,880

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（妊娠検査料）の支出について
500

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
115,973

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（装具代）の支出について
27,981

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
102,692

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（装具代）の支出について
55,753

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
21,820

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護費　措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
26,025

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育キャンペーン・イベント用消耗品の購入並びに同経費の支出について
15,379

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
11,160

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「安心して子どもを産み育てることができる街づくり事業」に係る子育て講座講師謝礼の支出について
20,800

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 中央区健康展実施用白ビニールシートの購入並びに同経費の支出について
8,100

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
3,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
4,000
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中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
5,634

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
500

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
300

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
100

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
18,864

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
18,864

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
17,800

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
10,930

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
300

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（断酒会交通費）の支出について
65,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
69,712

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２６年１１月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
21,000,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２６年１１月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
11,000,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（教材代及び給食費）の支出について
141,087

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２６年１１月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
300,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料・検診料）の支出について
13,220

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２６年１１月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
10,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２６年１１月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
500,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
221,860

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
600

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
1,500

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
400

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
2,500

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
600

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金修学資金（１０月から１２月分）の支出について
243,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
500

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（８月分）の支出について
2,316

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（８月分）の支出について
1,190

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座講師謝礼金の支出について（９月２６日分）
9,080

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
600

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
100

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 安心して子どもを産み育てることができる街づくり事業」に係る子育て講座一時保育経費の支出について
16,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（妊娠検査料）の支出について
780

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（妊娠検査料）の支出について
1,400

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（妊娠検査料）の支出について
4,560

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
48,600

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
480

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成26年度市立保育所にかかる給間食費の支出について（10月分）
919,152

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（断酒会移送費）の支出について
6,420

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
5,669

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
14,663

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（福祉用具購入費）の支出について
3,726

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
1,200

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
8,850

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
6,610

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費（平成２６年７・８・９月分）の支出について
2,010
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中央区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
8,488

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
10,563

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
13,750

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
30,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
24,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護費　措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
15,903

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について（１０月分）
221,289

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費（６５歳以上食事代）の支出について（１０月分）
135,280

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
193,950

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療（一部負担金相当額等一負助成費）の支出について（１０月分）
322,937

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
30,514

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（給食費等）の支出について
56,768

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
38,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座（壮年）講師謝礼金の支出について
13,640

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の実施及び同経費の支出について（9月分）
1,118,460

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の実施及び同経費の支出について(10月分)
1,053,500

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の実施及び同経費の支出について（9月分）
1,140,050

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の実施及び同経費の支出について（9月分）
1,021,600

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について（１０月分）
488,497

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について（１０月分）
27,482

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 安心して子どもを産み育てることができる街づくり事業」に係る子育て講座一時保育経費の支出について
16,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
5,899

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
164

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
5,760

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業実施用白衣等洗濯手数料の支出について（９月分）
712

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業実施用白衣等洗濯手数料の支出について（７月分）
3,024

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業実施用白衣等洗濯手数料の支出について（６月分）
6,158

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局受取人払分）
582

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
720

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
2,446

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
260

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
2,227

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
10,586

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
2,438

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
1,394

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
18,257

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
18,386

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
2,388

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
1,034

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
2,620

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
1,368

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金（９月分）の支出について
188,977

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金（９月分）の支出について
35,077

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金（９月分）の支出について
33,144

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
41,180

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（長期入院患者診療報酬）の支出について
86,400

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
6,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
5,800
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中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
640

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 ＤＯＴＳ事業（コホート検討）報償金（平成２６年１０月分）
17,040

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（９月分）
489

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業にかかる報償金の支出について（平成26年9月分）
49,780

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談にかかる報償金の支出について（平成26年9月分）
6,300

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（９月分）
3,220

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（９月分）
12,969

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（９月分）
1,312

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
4,100

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（９月分）
2,674

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
1,640

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成26年度市立保育所消耗品費（特別保育用）の支出について（11月分）
10,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
994

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
45,972

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
22,665

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
19,904

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・南局分）
21,184

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
3,454

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
1,486

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室にかかる報償金の支出について（平成26年9月分）
11,160

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科健診にかかる報償金の支出について（平成26年9月分）
31,190

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3歳児健診にかかる報償金の支出について（平成26年9月分）
143,850

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3か月児健診にかかる報償金の支出について（平成26年9月分）
74,670

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 1歳6か月児健診にかかる報償金の支出について（平成26年9月分）
80,970

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（９月分）
16,602

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成26年度市立保育所消耗品費（通常保育用）の支出について（11月分）
30,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
3,686

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（９月分）の支出について
4,664

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
16,985

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
65,171

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（９月分）の支出について
2,537

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
1,160

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
832

中央区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
329

西区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年経済センサス－基礎調査及び商業統計調査に係る指導員報償金の支出について
388,430

西区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年経済センサス－基礎調査及び商業統計調査に係る調査員報償金の支出について
6,968,620

西区役所 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎維持管理用電気料金の支出について（平成26年度9月分）
1,485,005

西区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区政会議用トナーカートリッジ外５点の買入経費の支出について
44,776

西区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障害者の就業訓練を目的とした西区役所庁舎清掃業務委託 長期継続　にかかる経費の支出について（平成26年度9月分）
386,468

西区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西区役所庁舎産業廃棄物搬出処理業務にかかる経費の支出について（平成26年度9月分）
13,953

西区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン用カラープリンタ長期借入経費の支出について（平成26年度9月分）
12,204

西区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（西区）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成26年度9月分）
4,428

西区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（西区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成26年度9月分）
134,475

西区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 西区役所庁舎内テレビ用ケーブルテレビ視聴にかかる業務の経費支出について（平成26年度9月分）
1,620

西区役所 総務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
3,240

西区役所 総務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
1,547

西区役所 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 第2回西区区政会議にかかる報償金の支出について
18,165

西区役所 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年9月25日未明の大雨警報の参集にかかるタクシー代の支出について
4,120
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西区役所 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙人名簿調製事務用ラベルライター外３点の購入経費の支出について
37,924

西区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度総務課事務資料用産経新聞の購読にかかる経費の支出ついて（7月～9月分）
12,111

西区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度総務課事務資料用毎日新聞および日本経済新聞の購読について(7月～9月分）
25,638

西区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度総務課事務資料用読売新聞の購読にかかる経費の支出について（7月～9月分）
12,111

西区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度総務課事務資料用朝日新聞の購読にかかる経費の支出ついて（7月～9月分）
12,111

西区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度総務課事務用大阪日日新聞の購読にかかる経費の支出について（7月～9月分）
6,150

西区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「ブランド力向上事業（まちの活力創造プロジェクト認定事業）」事業周知チラシ・ポスターの色校正等の編集並びに印刷業務経費の支出について
36,720

西区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成26年度西区広報紙印刷業務にかかる経費の支出について（平成26年10月号）
221,771

西区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 西区役所男子トイレ小便器止水障害修繕の経費の支出について
113,639

西区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成26年度西区広報紙折込業務にかかる経費の支出について（平成26年10月号）
221,638

西区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度西区役所自動扉開閉装置一式保守業務委託経費の支出について（平成26年度上半期分）
106,920

西区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西区庁舎一般廃棄物運搬・処理業務(概算)にかかる経費の支出について（平成26年度9月分）
8,160

西区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度西区役所宿直用寝具借入経費の支出について（平成26年度第2四半期分）
26,568

西区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「えほんピクニック」にかかる段ボール他１２点の購入にかかる支出について
66,819

西区役所 総務課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各課事務用コピー代の支出について（平成26年度9月分）
134,176

西区役所 総務課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 「えほんｐｉｃｎｉｃ」にかかる靱会館使用料の支出について
10,000

西区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「えほんｐｉｃｎｉｃ」事業周知チラシ・ポスター・冊子・カードの色校正等の編集並びに印刷業務経費の支出について
124,740

西区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 西区役所４階系統空調機用インバーター修繕経費の支出について
214,920

西区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市災害対策用職員住宅賃貸契約料（西区長分）の支出について（１１月分）
180,000

西区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務連絡用市内出張交通費の支出について（平成26年度9月請求分）
11,564

西区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務連絡用市内出張交通費の支出について（平成26年度8月請求分）
11,262

西区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成26年度9月分）
6,000

西区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成26年度9月分）
2,144

西区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成26年度9月分）
1,624

西区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成26年度9月分）
10,290

西区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各課事務用ひかり電話並びにフレッツ光使用料の支出について（平成26年10月分）
21,020

西区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「えほんピクニック」会場設営業務の請負契約にかかる支出について
75,600

西区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年経済センサス-基礎調査・商業統計調査調査に係る調査員報酬明細送付用郵便料金の支出について（９月分）
5,002

西区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年経済センサス-基礎調査・商業統計調査調査票返信にかかる料金受取人払の支出について（９月分）
679

西区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用料金後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
280

西区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用料金後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
3,936

西区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年１０月分国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支払資金の支出について
100,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年１０月分国民健康保険保険給付金（出産育児一時金）の支払資金の支出について
500,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 （１０月分）国民健康保険料の還付支払資金の支出について
80,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 （１０月分）国民健康保険料の還付支払資金の支出について
20,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年10月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 西区役所　窓口サービス課（保険年金・管理）市内出張交通費８月分の支出について
720

西区役所 窓口サービス課 平成26年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支給について
100,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険保険給付金（出産育児一時金）の支給について
38,592

西区役所 窓口サービス課 平成26年10月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
5,751

西区役所 窓口サービス課 平成26年10月08日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
263,804

西区役所 窓口サービス課 平成26年10月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
9,408

西区役所 窓口サービス課 平成26年10月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
218,008

西区役所 窓口サービス課 平成26年10月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支給について
50,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年10月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
88,290

西区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約における経費の支出について（平成26年8月分）
2,809,080

西区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険保険給付金（出産育児一時金）の支給について
1,650,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
20,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年10月22日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分・療養費退職分の支給について
81,809
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西区役所 窓口サービス課 平成26年10月22日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分・療養費退職分の支給について
51,645

西区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
74,917

西区役所 窓口サービス課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支給について
350,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険保険給付金（出産育児一時金）の支給について
224,464

西区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍広域証明書発行用FAX回線使用料の支出について（平成26年9月分）【10月請求分】
7,649

西区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 特別永住者関係事務にかかる後納郵便料金（平成26年9月分）の支出について
1,800

西区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍関係事務にかかる後納郵便料金（平成26年9月分）の支出について
96,274

西区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）９月分郵送料（発送用）の支出について
8,160

西区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学関係事務にかかる後納郵便料金（平成26年9月分）の支出について
120,285

西区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学関係事務にかかる後納郵便料金（平成26年9月分）の支出について
55,969

西区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業用デジタル複写機、コピー料金（９月分）の支出について
14,760

西区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）９月分郵送料（発送用）の支出について
77,900

西区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）９月分郵送料（文書発送用）の支出について
209,007

西区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）９月分郵送料（収受用）の支出について
32,826

西区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）９月分郵送料（発送用）の支出について
33,584

西区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）９月分郵送料（文書収受用）の支出について
18,842

西区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）９月分郵送料（発送用）の支出について
42,150

西区役所 市民協働課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 公募型企画講座「３さいからの性の話」にかかる講師謝礼金の支出について
20,900

西区役所 市民協働課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年9月11日未明の大雨洪水警報に対する参集にかかるタクシー代の支出について
11,120

西区役所 市民協働課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「西区民交通安全大会」啓発物品の経費の支出について
24,570

西区役所 市民協働課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ２０１４年度　西区３中学校下人権研修会の講師謝礼金の支出について（９月２５日実施分）
22,800

西区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度西区広報紙９月号配布業務にかかる経費の支出について
601,407

西区役所 市民協働課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,000

西区役所 市民協働課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
600

西区役所 市民協働課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルームにかかる講師謝礼金の支出について（８月分）
10,000

西区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支払いについて（上半期分）≪口座不能になった経費の再支出≫
9,600

西区役所 市民協働課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策用携帯電話料金の支払いについて（９月分）
7,555

西区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵送料の支出について（9月分）
1,640

西区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵送料の支出について（9月分）
82

西区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立西区民センター施設管理業務年度協定の締結にかかる業務代行料の支出について（第2四半期）
7,043,583

西区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度西区コミュニティ育成事業にかかる業務委託料の支出について（第２四半期））
2,587,074

西区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内交通費（８月分）の支出について
4,320

西区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
31,330

西区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策にかかる交通費（８月分）の支出について
1,032

西区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品事業資金（特別保育）の支出について（平成26年10月分）
10,000

西区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育）の支出について（平成26年10月分）
60,000

西区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
221,250

西区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる経費の支出について（西六保育園　保育ママ事業　おひさまルーム）（平成２６年８月分）
1,155,950

西区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度児童手当給付費１０月定例支給（区執行分）の支出について（未支払請求）
75,000

西区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
41,243

西区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
11,800

西区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
7,760

西区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助（葬祭券分）の支出について
215,380

西区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度児童手当給付費１０月定例支給（区執行分）の支出について（施設入所分）
10,000

西区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度児童手当給付費１０月定例支給（区執行分）の支出について（窓口払い分）
80,000

西区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支給について（平成２６年５月分②及び③口座不能分）
64,904

西区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支給について（平成２６年８月支給分③）
53,969

西区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439
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西区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
167,734

西区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
27,372

西区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
146,242

西区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
11,161

西区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度児童手当給付費１０月定例支給（区執行分）の支出について（未支払請求）
25,000

西区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
300,088

西区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
20,600

西区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活移送費（その他）の支出について
108,000

西区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
5,152

西区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護住宅改修の支出について
3,748

西区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護福祉用具の支出について
19,000

西区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
13,000

西区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
1,120

西区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
1,200

西区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
81,692

西区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
120

西区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による長期入院患者に係る診療報酬請求書の支出について
4,320

西区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
12,160

西区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
14,220

西区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
9,040

西区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２６年度歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について（９月分）
31,190

西区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業講師料の支出について
10,420

西区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業用白衣等洗濯代の支出について（８月分）
1,296

西区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度児童手当給付費１０月定例支給（区執行分）の支出について（未支払請求）
40,000

西区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２６年８月分）
400

西区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２６年８月分）
360

西区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２６年８月分）
5,308

西区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度高齢者福祉月間にかかる祝品の購入経費の支出について
35,964

西区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２６年８月分）
324

西区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
10,800

西区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
1,680

西区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
760

西区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
1,760

西区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
34,611

西区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 西区保健福祉センター公用車の自動車損害賠償責任保険にかかる経費の支出について
27,840

西区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 保健福祉センター公用車の車検にかかる重量税の支払いについて
32,800

西区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費事業資金の支出について（平成26年10月分）
1,805,720

西区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
13,000

西区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,800

西区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
390

西区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
820

西区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,772

西区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について（平成２６年１０月支払分）
259,232

西区役所 保健福祉課 平成26年10月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金貸付金（修学資金）第３四半期の支出について
243,000

西区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,880

西区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,400

西区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
307,234

西区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
179,889



平成26年度（平成26年10月）　公金支出情報

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

西区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,580

西区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
23,580

西区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,480

西区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
2,567

西区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,809

西区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
176,367

西区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
46,007

西区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
195,855

西区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
61,350

西区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（運搬費）の支出について
97,200

西区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
32,009

西区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料の支出について
21,600

西区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助（９月分）の支出について
28,478

西区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
1,680

西区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
8,400

西区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
27,062

西区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助（院内／一般）の支出について
29,590

西区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助（葬祭券分）の支出について
239,960

西区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度児童手当給付費１０月定例支給（区執行分）の支出について（未支払請求）
40,000

西区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度西区子育て支援拠点事業「西区子育てつどいのひろば」の委託料の支出について(9月分）
397,750

西区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
360,580

西区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
87,680

西区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について(代理受領方式)
9,230

西区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による１１月分生活保護費の支出について
13,000,000

西区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による１１月分生活保護費の支出について
7,500,000

西区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による１１月分生活保護費の支出について
200,000

西区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による１１月分生活保護費の支出について
300,000

西区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育施設運営業務にかかる経費の支出について（たいようランド）（平成２６年８月分）
1,593,250

西区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる経費の支出について（保育ママ　ちよざき保育園）（平成２６年９月分）
1,153,100

西区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育施設運営業務にかかる経費の支出について（はなぞの保育園）（平成２６年９月分）
1,921,470

西区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる経費の支出について（保育ママ シュッポッポ）（平成２６年９月分）
526,000

西区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
39,111

西区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
121,480

西区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助の支出について
55,626

西区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
640

西区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
36,000

西区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
5,890

西区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
760

西区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,240

西区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検診料の支出について
5,180

西区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助（葬祭券分）の支出について
219,664

西区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助（葬祭券分）の支出について
235,990

西区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 姿勢改善ウォーキング講座講師報償金の支出について
51,600

西区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
41,469

西区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
14,120

西区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（９月２６日実施分）
49,780

西区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 要援護者名簿事務用ラベル用紙の購入経費の支出について
2,630

西区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区地域福祉アクションプラン推進支援事業「いっしょにやりましょ！そよかぜまつり」用　おりがみ外２０点の購入経費の支出について
75,064
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西区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 要援護者名簿事務用封筒の印刷経費の支出について
23,760

西区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区地域福祉アクションプラン推進支援事業「いっしょにやりましょ！そよかぜまつり」周知用チラシ・ポスターの印刷経費の支出について
73,224

西区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業用白衣等洗濯代の支出について（９月分）
3,564

西区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
155,127

西区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
51,730

西区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育施設運営業務にかかる経費の支出について（たいようランド）（平成２６年９月分）
1,790,050

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
474

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（９月）
1,120

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
2,214

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
996

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
82

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
3,774

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
6,858

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
2,552

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
4,366

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
5,284

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
246

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
450

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支給について
285,516

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
1,236

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
4,522

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
1,134

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
2,099

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金医療助成費の支給について
523,807

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
82

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人葬祭委託料の支出について
169,289

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務に係る市内出張交通費の支出について（９月分）
3,864

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務に係る後納郵便料金、受取人払郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
190,725

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（９月）
1,168

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（９月）
984

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（９月）
8,674

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（９月）
1,394

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
6,750

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（９月）
366

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
820

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
52,336

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
9,686

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
4,524

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支給について（平成２６年９月支給分①）
180,996

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
2,132

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
1,506

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（９月分）
361,870

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（９月）
20,418

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
1,882

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用デジタル複写機コピー料金の支出について（９月分）
1,087

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用デジタル複写機コピー料金の支出について（９月分）
2,150

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務料金受取人払後納郵便料（９月分）の支出について
8,352

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務料金受取人払後納郵便料（９月分）の支出について
8,352
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西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（９月分）の支出について
718

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（９月分）の支出について
18,251

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（９月分）の支出について
18,251

西区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（９月分）の支出について
7,980

港区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各担当区役所事業用市内出張交通費の支出について（平成２６年８月分）
59,870

港区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民基本台帳カード作成用カラーリボンの購入代金の支出について
54,561

港区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 庁内情報端末の修繕経費の支出について
127,148

港区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 港区広報板ポスター掲出等業務にかかる委託料の支出について（７月分）
52,162

港区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年経済ｾﾝｻｽ‐基礎調査及び平成26年商業統計調査にかかる指導員報酬の支出について
229,360

港区役所 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用ガス料金の支払いについて（平成２６年９月分）
902,978

港区役所 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（磯路小学校区）【コミ協・9月分】
2,377

港区役所 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（南市岡小学校区）【地活協・9月分】
24,168

港区役所 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（築港小学校区）【コミ協・9月分】
2,785

港区役所 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（市岡小学校区）【コミ協・9月分】
3,214

港区役所 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（八幡屋小学校区）【地活協・9月分】
40,698

港区役所 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（田中小学校区）【コミ協・9月分】
3,355

港区役所 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（田中小学校区）【地活協・9月分】
63,745

港区役所 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（築港小学校区）【地活協・9月分】
52,915

港区役所 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（市岡小学校区）【地活協・9月分】
61,066

港区役所 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（磯路小学校区）【地活協・9月分】
45,163

港区役所 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（南市岡小学校区）【コミ協・9月分】
1,272

港区役所 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（八幡屋小学校区）【コミ協・9月分】
2,142

港区役所 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（三先小学校区）【地活協・9月分】
43,890

港区役所 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（三先小学校区）【コミ協・9月分】
2,310

港区役所 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用ガス料金の支払いについて（平成２６年９月分）
110,459

港区役所 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用ガス料金の支払いについて（平成２６年９月分）
58,983

港区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 港区役所５階男子トイレ洗面台及び２階女子トイレ大便器、４階男子トイレ小便器修繕業務にかかる経費の支出について
51,645

港区役所 総務課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用電気料金の支払について（平成２６年９月分）
1,551,441

港区役所 総務課 平成26年10月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用電気料金の支払について（平成２６年９月分）
189,784

港区役所 総務課 平成26年10月16日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用電気料金の支払について（平成２６年９月分）
101,341

港区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,356

港区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,000

港区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
10,000

港区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市港区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる委託料の支出について（９月分）
344,219

港区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度自動扉開閉装置保守点検業務にかかる委託料の支出について（４月～９月分）
68,202

港区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン賃借料の支出について（長期借入）　９月分
5,669

港区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）　賃借料の支出について（長期借入）　９月分
3,240

港区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（港区）賃借料の支出について（長期借入）　９月分
3,932

港区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（港区役所）一式　長期借入の支出について（９月分）
159,865

港区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度宿直員用寝具借入料金の支出について（９月分）
9,504

港区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 工事請負費　改修工事費 港区役所東側通用門　防犯・入室制限装置導入工事にかかる経費の支出について
192,456

港区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 大阪市港区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる委託料の支出について（９月分）
42,107

港区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成２６年度自動扉開閉装置保守点検業務にかかる委託料の支出について（４月～９月分）
8,343

港区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 平成２６年度自動扉開閉装置保守点検業務にかかる委託料の支出について（４月～９月分）
4,455

港区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 大阪市港区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる委託料の支出について（９月分）
22,484

港区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 港区広報板ポスター掲出等業務にかかる委託料の支出について（８月分）
52,162

港区役所 総務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 夏休み！こども冒険博入場用出展者パス(立替払い分)購入代金の支出について
600

港区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用コピー料金の支出について（平成２６年９月分）
183,672
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港区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支払について（平成２６年９月分）
344,049

港区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料の支払について（平成２６年９月分）
234,835

港区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（平成２６年９月分）
9,968

港区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（９月分）
4,531

港区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支払について（平成２６年９月分）
42,086

港区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料の支払について（平成２６年９月分）
32,086

港区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（９月分）
554

港区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（平成２６年９月分）
1,219

港区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支払について（平成２６年９月分）
22,473

港区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料の支払について（平成２６年９月分）
17,133

港区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（９月分）
295

港区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（平成２６年９月分）
651

港区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 港区の広報紙(平成26年10月号)概算印刷にかかる経費の支出について
470,545

港区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度港区広報紙全戸配布業務にかかる委託料の支出について（指定地域・平成26年10月号）
218,257

港区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 港区役所６階男子トイレ小便器及び１階女子トイレ大便器３箇所修繕業務にかかる経費の支出について
78,537

港区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市港区役所窓口案内従事者派遣業務委託にかかる支出について（平成２６年度）９月分
162,394

港区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務グループ事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
1,803

港区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁内案内用タブレット端末の通信料の支払いについて（平成２６年９月分）
1,680

港区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料（一般分）の支払について（平成２６年１０月分）
2,703

港区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用ＩＰ電話使用料の支払について（平成２６年１０月分）
21,026

港区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料（市民局証明書発行システム）の支払について（平成２６年１０月分）
7,649

港区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２６年９月）
328

港区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２６年９月）
8,036

港区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用ファクシミリ使用料の支払について（平成２６年１０月分）
2,703

港区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２６年９月）
11,068

港区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 港区広報板ポスター掲出等業務にかかる委託料の支出について（９月分）
52,162

港区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務グループ事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
4,592

港区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便代金の支出について（平成２６年９月分）
608

港区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便代金の支出について（平成２６年９月分）
5,166

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ヒューマンハート人権セミナー（居場所づくり）にかかる講師謝礼支出について
38,000

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ヒューマンハート人権セミナー（居場所づくり）にかかる講師謝礼支出について
12,400

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 港区防災サポーター用ステッカーの購入経費の支出について
47,628

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全推進事業用物品（たすき）の購入代金の支出について
11,340

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全推進事業用消耗品（ライト）の購入経費の支出について
45,360

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金(平成２６年９月分)の支出について
9,800

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯啓発事業用物品（腕章）の購入経費の支出について
15,984

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金(平成２６年９月分)の支出について
3,200

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金(平成２６年９月分)の支出について
4,320

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 国道43号車いす横断支援及び放置自転車対策事業の実施経費の支出について（８月分）
58,603

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 国道43号車いす横断支援及び放置自転車対策事業の実施経費の支出について（８月分）
53,301

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 収容避難所備蓄物資移送経費の支出について
37,800

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域防犯啓発事業用携帯電話料金の支払いについて（９月分）
7,630

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 築港・天保山にぎわいまちづくり事業にかかる分担金の支出について
1,200,000

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　港区発達障がいサポーター配置にかかる報償金の支出について（平成２６年９月分）
176,310

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　港区別室登校等サポーター配置にかかる報償金の支出について（平成２６年９月分）
15,400

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　港区スクールソーシャルワーカー巡回・派遣事業にかかる報償金の支出について（平成２６年９月分）
309,620

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年９月分）の支出について
1,476

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年９月分）の支出について
256
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港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年９月分）の支出について
7,288

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年９月分）の支出について
960

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年９月分）の支出について
455

港区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年１０月分葬祭費支払準備金の支出について
100,000

港区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年１０月分出産育児一時金支払準備金の支出について
500,000

港区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般分）１０月分の窓口支払資金の支出について
50,000

港区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（退職分）１０月分の窓口支払資金の支出について
10,000

港区役所 窓口サービス課 平成26年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年９月分葬祭費の支給について
350,000

港区役所 窓口サービス課 平成26年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年９月分出産育児一時金の支給について
371,608

港区役所 窓口サービス課 平成26年10月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年９月審査分国保療養費（一般）の支給について
385,188

港区役所 窓口サービス課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市港区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託経費（平成26年8月分）の支出について
2,371,274

港区役所 窓口サービス課 平成26年10月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分・退職分）の口座振替について
269,806

港区役所 窓口サービス課 平成26年10月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分・退職分）の口座振替について
1,022

港区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金(平成２６年９月分)の支出について
4,172

港区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金・保険グループ）事務用市内出張交通費の支出について（９月分）
960

港区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年８月審査分国保療養費（一般）口座不能分の支給について
16,395

港区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年９月分葬祭費の支給について
300,000

港区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年９月審査分国保療養費（退職）の支給について
61,126

港区役所 窓口サービス課 平成26年10月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分）の口座振替について
8,990

港区役所 窓口サービス課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金・管理）市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
1,680

港区役所 窓口サービス課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年１０月分葬祭費の支給について
600,000

港区役所 窓口サービス課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年１０月分出産育児一時金の支給について
1,371,450

港区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料の支出について（平成26年9月分）
65,546

港区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成26年9月分）
2,500

港区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料の支出について（平成26年9月分）
56,066

港区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料の支出について（平成26年9月分）
250

港区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成26年9月分）
125,585

港区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理グループ）事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
418,043

港区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成26年9月分）
75,049

港区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（８件）
51,210

港区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（３件）
40,042

港区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる家財処分代の支出について
42,984

港区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について
93,960

港区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について
354,211

港区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（６件）
22,490

港区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 八幡屋保育所にかかる平成２６年１０月分消耗品費（特別保育）の支出について
10,000

港区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所（２ヶ所）にかかる平成２６年１０月分消耗品費（通常保育）の支出について
60,000

港区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 港区健康フェスタ２０１４にかかる養生テープ外２点の購入と経費の支出について
38,178

港区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について
10,500

港区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について
20,600

港区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について
60,000

港区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について
20,600

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健運営及び保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（８月分）
3,340

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,895

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
10,689

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,757

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
75,560

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
221,295
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港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
82,402

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
171,986

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
94,885

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
24,041

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
82,268

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
32,530

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
175,964

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
75,384

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
19,440

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
369,081

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
52,350

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護担当事務用消耗品（本人確認カード等）の購入経費の支出について
35,640

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
8,999

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について
20,230

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
7,888

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（５件）
60,755

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（４件）
12,920

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（４件）
63,335

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる住宅維持費の支出について（２件）
247,258

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について
33,530

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護報酬の支出について（１件）
42,000

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる長期入院患者診療報酬の支出について（２件）
74,880

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について
1,620

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
5,640

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
3,120

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる検診料等の支出について
17,485

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（３件）
10,800

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭扶助費の支出について（１件）
150

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（２件）
436,884

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法にかかる就労自立給付金の支出について（１件）
57,758

港区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 保健運営及び保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（８月分）
900

港区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について
5,800

港区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業　歯科健康相談報償金の支出について（平成26年9月5日分）
31,190

港区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　ペアレントメンター事業「ピア・カウンセリング」（9月16日実施）に係る報償費の支出について
25,800

港区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について
20,600

港区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（３件）
645,620

港区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 高齢者福祉月間に係る記念品の購入経費の支出について
49,118

港区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（２件）
283,500

港区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（２件）
12,280

港区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
20,950

港区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
196,280

港区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業用給付金の支出について
300,000

港区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について
20,600

港区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（２件）
33,545

港区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 港区シニア・サポート事業業務委託料の支出について（第１～３四半期分）
11,588,000

港区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
71,180
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港区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
40,232

港区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
10,930

港区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
22,550

港区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
17,800

港区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
184,410

港区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
33,360

港区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
10,500

港区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（８件）
115,947

港区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について
17,107

港区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１件）
11,900

港区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる検診料等の支出について（２件）
6,280

港区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる被保護者葬祭費（葬祭券外）の支出について（１件）
211,650

港区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（３件）
620,848

港区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法にかかる就労自立給付金の支出について（３件）
307,745

港区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療費助成の支出について（平成２６年９月１６日審査決定分）
834,252

港区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,240

港区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
46,007

港区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
184,632

港区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成の支出について（平成２６年９月１６日審査決定分）
200,381

港区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（２件）
29,240

港区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（住宅改修２件、福祉用具１件）
11,006

港区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について
230,759

港区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（２件）
6,000

港区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成の支出について（平成２６年９月１６日審査決定分）
215,800

港区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成の支出について（平成２６年９月１６日審査決定分）
79,648

港区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
449,225

港区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業用給付金の支出について
45,000

港区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入れについて（平成26年9月分）
2,100

港区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護報酬の支出について（１件）
2,800

港区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について
4,900

港区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について
8,964

港区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について
25,000

港区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について
3,240

港区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
62,208

港区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（３件）
37,232

港区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について
734

港区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について
5,400

港区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる検診料等の支出について
2,820

港区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（４件）
14,190

港区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費の支出について
30,000

港区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務にかかる市内出張交通費（平成26年9月分）の支出について
390

港区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
48,800

港区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 DOTS事業　第２回コホート検討会参画医師報償金にかかる支出について
11,360

港区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払繰入金の支出について（平成２６年９月分）
2,592

港区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年9月分）
17,043

港区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年9月分）
871
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港区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年9月分）
2,220

港区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
280

港区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について
314

港区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について
5,400

港区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年9月分）
1,640

港区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年9月分）
2,670

港区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 小口支払繰入金の支出について（平成２６年９月分）
13,943

港区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年9月分）
518

港区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
30,000

港区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具２件　住宅改修１件）
31,320

港区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（２件）
412,516

港区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業　BCG接種医師報償金にかかる支出について（平成26年10月分）
49,780

港区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について
50,000

港区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１件）
11,500

港区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について
6,258

港区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（２件）
173,177

港区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（１件）
10,800

港区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 母子保健事業　乳幼児健康診査等にかかる報償金の支出について（平成26年9月分）
11,160

港区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 母子保健事業　乳幼児健康診査等にかかる報償金の支出について（平成26年9月分）
393,060

港区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区民健康アップ事業（健港プロジェクトXアドバンスコース９月２６日実施分）にかかる講師報償金の支出について
9,470

港区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
29,595

港区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
24,400

港区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
95,292

港区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
19,147

港区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
17,800

港区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の資金前渡について（平成２６年度１１月分）
30,000,000

港区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる家財道具処分代の支出について
97,200

港区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の資金前渡について（平成２６年度１１月分）
16,000,000

港区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の資金前渡について（平成２６年度１１月分）
300,000

港区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費の資金前渡について（平成２６年度１１月分）
800,000

港区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について
208,187

港区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について
5,400

港区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の資金前渡について（平成２６年度１１月分）
900,000

港区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
529,805

港区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
256,550

港区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（５件）
32,942

港区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（３件）
32,646

港区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（２件）
124,032

港区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（２件）
215,050

港区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（３件）
378,493

港区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（２件）
8,800

港区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
89,173

港区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
83,106

港区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

港区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
19,165

港区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,000

港区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
19,836
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港区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
140,051

港区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（２件）
10,400

港区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
8,016

港区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
15,900

港区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
16,680

港区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
24,000

港区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
16,680

港区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
32,244

港区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１５件）
212,088

港区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１件）
7,470

港区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について
5,800

港区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）保育ママバンビ共同保育所に係る業務委託料の支出について（平成２６年９月分）
1,135,750

港区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）保育ママ　きららもとまち保育園に係る業務委託料の支出について（平成２６年９月分）
1,130,950

港区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）保育ママ　風の丘保育園に係る業務委託料の支出について（平成２６年９月分）
1,114,950

港区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所（２ヶ所）にかかる平成２６年１０月分給間食費の支出について
1,462,240

港区役所 保健福祉課 平成26年10月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成２６年度母子寡婦福祉貸付金の支出について（母子貸付金・第３四半期分）
3,861,996

港区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健運営及び保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（９月分）
3,430

港区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（６件）
112,220

港区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（２件）
91,200

港区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる検診料等の支出について
8,820

港区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（３件）
10,640

港区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健運営及び保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（９月分）
800

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区民健康アップ事業（運動サポーター地域講座１０月８日実施分）にかかる講師報償金の支出について
7,320

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 港区事務所運営費にかかる市内出張交通費（９月分）の支出について
1,130

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区民健康アップ事業にかかる港区健康フェスタ２０１４の周知用ポスターならびに港区健康月間周知用ステッカーの印刷経費の支出について
81,000

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民健康アップ事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
164

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成26年度9月分）
1,194

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 地域福祉推進にかかる市内出張交通費（９月分）の支出について
570

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成26年9月分）
820

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成26年度知的障がい者相談員手当上半期分（4月～9月分）の支払について
22,800

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成26年度身体障がい者相談員手当上半期分（4月～9月分）の支払について
45,600

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 療育手帳交付事務にかかる市内出張交通費（９月分）の支出について
560

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい者虐待防止にかかる市内出張交通費（９月分）の支出について
880

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 地域自立支援協議会担当者連絡会にかかる市内出張旅費（８月分）の支出について
480

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用９月分後納郵便料金の支出について
67,525

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
24,400

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用９月分後納郵便料金の支出について
920

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用９月分後納郵便料金の支出について
54,284

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成26年9月分）
480

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成26年9月分）
1,148

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成26年9月分）
1,980

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成26年9月分）
6,070

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成26年9月分）
1,440

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成26年9月分）
409,843

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について
135,000

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（４件）
8,940

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（２件）
163,080

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（２件）
4,640
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港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（５件）
22,590

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成26年度9月分）
492

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成26年度9月分）
140

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健活動担当用と地域健康講座用にかかる油性ボールペン外９点の経費支出について
10,000

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健活動担当用と地域健康講座用にかかる油性ボールペン外９点の経費支出について
21,580

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成26年度9月分）
15,275

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成26年度9月分）
1,476

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成26年度9月分）
92

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成26年度9月分）
492

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成26年度9月分）
2,214

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成26年度9月分）
560

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 市長入院同意患者面接等にかかる市内出張交通費（７・８月分）の支出について
6,090

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成26年度9月分）
5,594

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成26年度（８月～９月分）子ども家庭支援員訪問事業にかかる活動費の支出について
3,000

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用９月分後納郵便料金の支出について
37,751

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成26年度9月分）
11,900

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用９月分後納郵便料金の支出について
12,367

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年9月分）
79,878

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護認定審査会事務にかかるコピー料金の支出について（平成２６年９月分）
6,050

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉事務用９月分後納郵便料金の支出について
3,830

港区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見等市長審判請求に係る診断書作成料の支出について
5,400

大正区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区広報紙「こんにちは大正」（9月号）全戸配布業務委託にかかる経費の支出について
311,100

大正区役所 総務課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（９月分）
123,789

大正区役所 総務課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（９月分）
972,070

大正区役所 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用コピー代の支出について（８月分）
43,804

大正区役所 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大正区役所市外通話料の支出について（８月分）
4,974

大正区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について（トナーカートリッジ　外６点）
261,792

大正区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎非常階段　高所照明器具蛍光灯管取替等工事
145,929

大正区役所 総務課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（９月分）
418,060

大正区役所 総務課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（９月分）
53,895

大正区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課における市内出張交通費の支出について（８月分）
21,074

大正区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ケーブルテレビ視聴契約にかかる経費の支出について（８月分）
4,380

大正区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ケーブルテレビ視聴契約にかかる経費の支出について（８月分）
410

大正区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 大阪市災害対策用職員住宅にかかる通信運搬費の支出について（９月使用分）
3,038

大正区役所 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用消耗品の購入について（カルテフォルダー　外19点）
61,102

大正区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（９月分）
70,989

大正区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（９月分）
1,026

大正区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（９月分）
149,049

大正区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（９月分）
594

大正区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策職員住宅の家賃支払いに係る経費の支出について（１１月分）
97,400

大正区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 自動扉開閉装置保守点検業務にかかる経費の支出について（４月～９月分）
145,800

大正区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区役所総合案内窓口業務従事者派遣にかかる経費の支出について（９月分）
169,860

大正区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般廃棄物運搬処理業務にかかる経費の支出について（９月分）
5,362

大正区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市大正区役所庁舎清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
522,180

大正区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所庁舎内トイレの消臭芳香設備賃貸借契約にかかる経費の支出について（９月分）
21,060

大正区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ケーブルテレビ視聴契約にかかる経費の支出について（９月分）
410

大正区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 女性用トイレにおけるサニタリーボックス賃貸借契約にかかる経費の支出について（８月・９月分））
24,300

大正区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
194,660
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大正区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿日直寝具賃貸借契約にかかる経費の支出について（７月分～９月分）
28,512

大正区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
18,460

大正区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ケーブルテレビ視聴契約にかかる経費の支出について（９月分）
4,380

大正区役所 総務課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 大正区広報紙「こんにちは大正」（10月号）印刷にかかる経費の支出について
369,360

大正区役所 総務課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
1,600

大正区役所 総務課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(9月分）
2,880

大正区役所 総務課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区広報紙「こんにちは大正」（10月号）企画編集業務委託の経費の支出について
285,120

大正区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 学校選択制用等料金受取人払郵便料金（９月分）の支出について
1,164

大正区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴事業用等後納郵便料金（9月分）の支出について
2,460

大正区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大正区役所庁内電話・インターネット回線使用料の支出について（９月使用分）
21,020

大正区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用後納郵便料金（９月分）の支出について
30,335

大正区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴事業用等後納郵便料金（9月分）の支出について
82

大正区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 固定電話（ＮＴＴ西日本）料金（10月請求分）の支出について（6月30日・7月･9月使用分）
7,649

大正区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
386

大正区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 統計事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
3,362

大正区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,546

大正区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
4,784

大正区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 広聴事業用等後納郵便料金（9月分）の支出について
4,276

大正区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校選択制用等料金受取人払郵便料金（９月分）の支出について
37,636

大正区役所 市民協働課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用消耗品の購入について（７月依頼分）
71,388

大正区役所 市民協働課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 MIT（音楽振興事業）にかかるランチタイムコンサート出演者派遣業務委託経費の支出について（３回目／全４回）
45,000

大正区役所 市民協働課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区交通安全啓発事業用啓発物品の購入に係る経費の支出について
101,196

大正区役所 市民協働課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯対策事業用、啓発トイレットペーパー購入にかかる経費の支出について
74,520

大正区役所 市民協働課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（８月分）
12,900

大正区役所 市民協働課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大正区コミュニティ育成事業（地域版）業務委託料の支出について（１０月支払分）
3,010,600

大正区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会にかかる講師謝礼の支出について（三軒家西幼稚園ＰＴＡ）
8,600

大正区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 サイネリア種子ほか９点の購入に係る経費の支出について(種から育てる花づくり事業用）
41,439

大正区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ミニハロゲン電球の購入に係る経費の支出について(大正区民ホール管理運営用)
14,688

大正区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 MIT（音楽振興事業）「ミュージックアイランド大正　区民音楽祭」実施に伴う楽器の運搬に係る経費の支出について
75,600

大正区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 MIT（音楽振興事業）「ミュージックアイランド大正　区民音楽祭」実施に伴うステージレンタルに係る経費の支出について
193,320

大正区役所 市民協働課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（市民協働）市内出張交通費（９月分）の支出について
8,000

大正区役所 市民協働課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,800

大正区役所 市民協働課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（９月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外４事業）
1,886

大正区役所 市民協働課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（９月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外４事業）
328

大正区役所 市民協働課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（９月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外４事業）
164

大正区役所 市民協働課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（９月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外４事業）
1,865

大正区役所 市民協働課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（９月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外４事業）
9,389

大正区役所 市民協働課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度啓発指導員（サイクルサポーター）による放置自転車対策業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
266,280

大正区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 種花事業に係る花と緑の研修園休憩室用電気料金の支出について（９月分）
914

大正区役所 市民協働課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策用携帯電話代の支出について（９月分）
10,938

大正区役所 市民協働課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
10,080

大正区役所 市民協働課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用消耗品の購入に係る経費の支出について（9月分、中泉尾小学校ほか依頼分）
24,624

大正区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区交通安全啓発事業用会議開催案内郵送にかかる後納郵便料金の支出について
820

大正区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年１０月分国民健康保険葬祭費の支出について
50,000

大正区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年１０月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
420,000

大正区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般）還付支払資金の支出について（１０月分）
40,000

大正区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出退職）還付支払資金の支出について（１０月分）
10,000

大正区役所 窓口サービス課 平成26年10月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）ボイスコール用ロールペーパーの購入にかかる経費支出について
18,792
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大正区役所 窓口サービス課 平成26年10月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金の支出について(平成26年8月分)
8,274

大正区役所 窓口サービス課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大正区窓口サービス課（住民情報）証明発行等業務委託料の支出について（８月分）
2,153,778

大正区役所 窓口サービス課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区窓口サービス課（住民情報）証明発行等業務委託料の支出について（８月分）
186,013

大正区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 シャチハタほか11点の購入にかかる経費支出について
60,163

大正区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 シャチハタほか11点の購入にかかる経費支出について
14,213

大正区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　印刷製本費 国民健康保険料口座振替依頼チラシの作成について
19,440

大正区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般）還付金の支出について
384,266

大正区役所 窓口サービス課 平成26年10月22日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年１０月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
420,000

大正区役所 窓口サービス課 平成26年10月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（10月支払分）
303,502

大正区役所 窓口サービス課 平成26年10月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年１０月分国民健康保険葬祭費の支出について
450,000

大正区役所 窓口サービス課 平成26年10月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年１０月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
455,521

大正区役所 窓口サービス課 平成26年10月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（１０月支払分）
138,164

大正区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）における後納郵便料の支出について（９月分）
53,846

大正区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成26年9月分)
8,842

大正区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成26年9月分)
80,926

大正区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成26年9月分)
266,958

大正区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 需用費　印刷製本費 特定健康診査実施率向上の取り組みにかかる印刷経費の支出について
59,940

大正区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成26年9月分)
48,440

大正区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成26年9月分)
33,806

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－47
79,962

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立大正保育所に対する消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（１０月分）
10,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立大浪保育所、市立大正保育所に対する消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（１０月分）
60,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
43,409

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
20,794

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
36,460

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検査料）の支出について
20,020

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
20,520

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
5,800

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
53,620

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
129,398

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-1114他5件
103,900

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-43他46件
731,758

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-25他46件
874,755

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
80,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
221,052

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
192,632

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
213,070

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
229,990

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
100,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-19他55件
888,674

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
49,800

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
3,472

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
10,171

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
136,559

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
3,840

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
6,280

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
77,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
8,160
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大正区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
2,808

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
8,400

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
10,880

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
51,870

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
69,410

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
5,400

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
23,460

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（８月分）
560

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（８月分）
280

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－87
41,406

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（８月分）
1,100

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
27,307

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
90,496

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
217,307

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
195,006

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（８月分）
900

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（８月分）
2,969

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（８月分）
1,485

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（８月分）
891

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（８月分）
4,552

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（８月分）
390

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（８月分）
1,080

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（８月分）
360

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
13,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
324

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-54他5件
141,714

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（８月分）
7,576

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（８月分）
1,800

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（８月分）
5,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（８月分）
2,800

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（８月分）
1,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（８月分）
3,500

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（８月分）
4,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
46,440

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
46,082

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代）の支出について
2,040

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検査料）の支出について
24,440

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２６年５月実施分地域健康講座（壮年）にかかる報償金の支出について（追加支出分）
20

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２６年８月実施分健活セミナーにかかる報償金の支出について（追加支出分）
20

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２６年８月実施分歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について
31,190

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,506

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（８月分）
12,861

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
267

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成２６年８月分）
1,040

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成２６年８月分）
6,430

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用消耗品購入経費の支出について
39,050

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用消耗品購入経費の支出について
28,331

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
5,800
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大正区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
5,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
3,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
3,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
3,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
212,170

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成２６年８月分）
2,200

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用消耗品購入経費の支出について
15,149

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 地域健康講座（壮年）にかかる印刷経費の支出について
30,240

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用消耗品購入経費の支出について
24,510

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 各種保健事業用消耗品購入経費の支出について
18,429

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－63
52,900

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－73
4,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－72
14,085

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－74
4,150

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－78
67,910

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－68
2,200

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-13他37件
677,596

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
127,395

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
7,680

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
112,750

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
7,560

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
81,259

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検査料）の支出について
20,650

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
31,440

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
15,220

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月15日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金　修学資金の支出について（10月～12月分）
1,142,100

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（食費・滞在費）の支出について
8,400

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（検査料）の支出について
6,550

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
3,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
4,200

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
219,220

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
186,624

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 キャリア教育セミナー事業にかかる講師料の支出について
30,400

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課生活支援グループに係る市内出張旅費の支出について（８月分）
1,560

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ひとり親家庭サポーター事業及び福祉関係業務にかかる消耗品購入経費の支出について
5,385

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-976・977
24,060

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-97
98,880

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人の葬儀等にかかる経費の支出について
167,589

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課生活支援グループに係る市内出張旅費の支出について（８月分）
340

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
34,631

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
12,701

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 ひとり親家庭サポーター事業及び福祉関係業務にかかる消耗品購入経費の支出について
14,368

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護認定審査会用食糧費の支出について（７月～９月分・１４４名）
14,774

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
29,316

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
5,040

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
16,800

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
3,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
800
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大正区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立大浪保育所、市立大正保育所に対する賄材料費の支出について（10月分）
1,424,760

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
12,540

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
112,200

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
85,500

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費、教材代）の支出について
221,275

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
286,852

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
3,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費にかかる医療費の支出について（１０月２２日支払分）
1,266,335

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-52
42,580

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について13-9
4,700

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費にかかる医療費の支出について（１０月２２日支払分）
206,393

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費、校外活動費）の支出について
129,014

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
102,600

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費にかかる医療費の支出について（１０月２２日支払分）
576,483

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費にかかる医療費の支出について（１０月２２日支払分）
66,069

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９／１０、９／２６支出分）
2,592

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
906

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９／１０、９／２６支出分）
800

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
72,439

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
115,325

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
74,520

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（居住費）の支出について
59,100

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
26,700

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て応援講座「コモンセンス・ペアレンティング講座」の講師料の支出について（講演１回・連続講座７回）
80,460

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（７～８月分）
3,380

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（７～８月分）
2,240

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（１１月１回目）
27,500,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（１１月１回目）
12,500,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（１１月１回目）
450,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
84,531

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
3,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
32,110

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（１１月１回目）
900,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（７～８月分）
360

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 各種健康講座用消耗品購入経費の支出について
36,396

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大正区発達障がいサポーター報償金の支払いについて（９月分）
209,252

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－80
70,530

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）23－16
200,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－53
63,477

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－70
45,797

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－75
88,125

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－79
10,060

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－76
9,432

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）33－14
8,593

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）23－13
371,190

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－77
18,212

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－57
78,746

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-112
27,250
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大正区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-92
21,060

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
18,360

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
70,411

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
5,250

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域福祉活動推進支援事業業務委託料の支出について
419,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－85
64,431

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
23,586

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
9,783

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家具什器費）の支出について
15,501

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費、教材代）の支出について
30,778

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
74,430

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
11,674

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
5,800

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
17,240

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
2,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費、校外活動費）の支出について
69,374

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（食費・滞在費）の支出について
3,045

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検査料）の支出について
6,660

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
5,775

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
8,085

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
4,200

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
8,085

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検査料）の支出について
10,840

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
23,142

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
4,979

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
1,722

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
984

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
1,066

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
614

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
3,454

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
82

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
1,012

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
2,460

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について　その５（代理受領方式）券番号41-04
300,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
256

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課生活支援グループに係る市内出張旅費の支出について（９月分）
300

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課生活支援グループに係る市内出張旅費の支出について（９月分）
2,300

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
34,865

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
36,776

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
103,523

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費、教材費）の支出について
179,337

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）の支出について
2,401

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
158,615

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
430,570

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
3,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検診料）の支出について
11,600

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検査料）の支出について
7,560

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
27,970



平成26年度（平成26年10月）　公金支出情報

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

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
13,860

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
213,220

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
202,692

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
3,628

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
26,436

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
21,484

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
820

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
6,642

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
5,002

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
2,702

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
92

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
9,880

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
6,528

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
3,240

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
42,283

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
16,938

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
1,240

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
500

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
369

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
410

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
9,380

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
140

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（９月分）
9,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（９月分）
55,616

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（９月分）
570

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（９月分）
221,535

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
211,680

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
47,405

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
70,019

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（住宅維持費）の支出について
32,400

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
41,230

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
10,800

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
221,052

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
2,260

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
451

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
444

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
748

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成26年度9月分　ＢＣＧ予防接種事業にかかる報償金の支払について
49,780

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
1,230

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
22,787

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
82

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業にかかる講師謝礼（９月分）の支出について
10,760

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
626

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
5,856

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
410

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業所設置運営業務委託経費の支出について（9月分）
1,082,650

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年度9月分　各種保健事業にかかる報償金の支出について
11,160

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年度9月分　各種保健事業にかかる報償金の支出について
343,280



平成26年度（平成26年10月）　公金支出情報

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

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
10,094

大正区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
1,304

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用ファックス回線使用料の支出について（８月分）
33,967

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２６年経済センサス-基礎調査及び平成２６年商業統計調査　調査員報酬の口座振替不能による再支出について
65,660

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理用市内出張交通費の支出について（８月分）
27,896

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（９月分）
982

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（９月分）
7,756

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金への繰入金の支出について（９月分）
1,560

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰入金の支出について（９月分）
3,240

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入金の支出について（９月分）
1,140

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入金の支出について（９月分）
6,916

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 一般管理用市内出張交通費の支出について（８月分）
480

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎設備維持用保健福祉センター分館機械警備業務に係る経費の支出について（９月分）
4,104

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎設備維持用大阪市天王寺区役所庁舎・大阪市天王寺区保健福祉センター分館庁舎清掃委託業務にかかる経費の支出について（９月分）
376,020

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 天王寺区地域公園協働パートナー事業（五条公園）委託契約にかかる経費の支出について（７～９月分）
22,250

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 天王寺区地域公園協働パートナー事業（五条公園）委託契約にかかる経費の支出について（７～９月分）
102,750

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（天王寺区）一式長期借入経費の支出について（９月分）
36,702

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度 庁内情報利用パソコン等機器 （天王寺区役所） 一式 長期借入にかかる契約について（９月分）
5,757

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用事務参考新聞の購入にかかる経費の支出について（読売新聞　４～９月）
24,222

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用事務参考新聞の購入にかかる経費の支出について（朝日新聞　４～９月）
24,222

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用事務参考新聞の購入にかかる経費の支出について（大阪日日新聞　４～９月）
12,300

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用事務参考新聞の購入にかかる経費の支出について（毎日新聞・日経新聞　４～９月）
51,276

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用事務参考新聞の購入にかかる経費の支出について（産経新聞　４～９月）
24,222

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 ＪＲ寺田町駅周辺地域自転車利用適正化協働パートナー事業（天王寺区・生野区・阿倍野区コミュニティビジネス　モデル事業）業務委託経費の支出について（９月分）
162,000

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度天王寺区役所庁舎産業廃棄物搬出処理業務にかかる経費の支出について（９月分）
17,820

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度 庁内情報利用パソコン等機器 （天王寺区役所） 一式 長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
129,772

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　天王寺区役所宿直用寝具に関する賃借業務にかかる経費の支出について（８・９月分）
15,984

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度天王寺区役所一般廃棄物収集運搬業務にかかる経費の支出について（９月分）
5,503

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎設備維持用ケーブルテレビ使用料の支出について（平成26年９月分）
4,730

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成２６年度天王寺区広報紙新聞折込広告業務における所要経費の支出について（平成２６年１０月号分）
347,464

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度天王寺区広報紙企画編集業務委託における所要経費の支出について（平成２６年１０月号分）
409,500

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成26年９月分）
11,908

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成26年９月分）
33,866

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成26年９月分）
13,826

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成26年９月分）
178,361

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度 天王寺区役所・保健福祉センター分館自動扉開閉装置保守点検業務にかかる経費の支出について（４月～９月分）
121,500

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報業務用企画総務課（広聴広報）にかかる後納郵便料の支出について（平成２６年９月分）
3,218

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民モニター（区政評価員）へのアンケート調査の返送にかかる後納郵便料の支出について
194

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用証明書発行システム用通信回線使用料の支出について（９月分）
7,649

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用専用回線使用料の支出について（９月分）
21,033

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,909

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度天王寺区広報紙配付業務における所要経費の支出について（平成２６年１０月号）
54,162

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 統計調査事務用料金受取人払後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
388

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
5,412

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
816

天王寺区役所 企画総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
6,150

天王寺区役所 市民協働課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花とみどりのまちづくり事業用　ポピー外11点の購入にかかる同経費の支出について
70,437

天王寺区役所 市民協働課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会に係る講師謝礼金の支出について（平成26年9月10日実施　五条幼稚園ＰＴＡ）
8,600
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天王寺区役所 市民協働課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生魂小学校生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（９／１３開催分）
5,000

天王寺区役所 市民協働課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度「天王寺 真田幸村博」実施にかかる分担金の支出について
5,200,000

天王寺区役所 市民協働課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度大江小学校生涯学習ルーム講師謝礼金礼金の支出について（９／１１開催分）
7,000

天王寺区役所 市民協働課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立天王寺区民センター機械警備業務にかかる経費の支出について（９月分）
4,212

天王寺区役所 市民協働課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立天王寺区民センター庁舎清掃業務にかかる経費の支出について（９月分）
85,500

天王寺区役所 市民協働課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度天王寺区民センター管理運営業務経費の支出について（第３四半期分）
6,094,210

天王寺区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成26年9月分）
250

天王寺区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成26年9月分）
9,582

天王寺区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成26年9月分）
792

天王寺区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成26年9月分）
3,616

天王寺区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成26年9月分）
205

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業収納事務用市内出張交通費（８月分）の支出について
1,878

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年１０月分葬祭費、出産育児一時金支払資金の支出について
100,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年１０月分葬祭費、出産育児一時金支払資金の支出について
450,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金の支出について１０月分支払資金（一般及び退職者）
50,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
11,800

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金の支出について１０月分支払資金（一般及び退職者）
10,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業保険事務用市内出張交通費（７月分）の支出について
360

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年９月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
408,540

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年10月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
100,781

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍届書到達確認はがき用切手の購入経費の支出について
23,900

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年10月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機消耗品料の支出について（平成２６年８月分）
7,033

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年10月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機消耗品料の支出について（平成２６年８月分）
7,032

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年10月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
37,257

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
51,380

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年10月22日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年１０月分国民健康保険葬祭費の支出について
150,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年10月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
43,059

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約経費の支出について（８月分）
2,555,646

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約経費の支出について（８月分）
347,394

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年10月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年１０月分国民健康保険療養費等の支出について
492,321

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年10月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年１０月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
797,940

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年10月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年１０月分国民健康保険療養費等の支出について
56,082

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）にかかる後納郵便料の支出について（平成２６年９月分）
70,729

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成26年9月分）
5,667

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）にかかる後納郵便料の支出について（平成２６年９月分）
57,618

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成26年9月分）
55,366

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（平成26年9月分）
48,321

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成26年9月分）
369,534

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成26年9月分）
56,844

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（平成26年9月分）
26,140

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成26年9月分）
19,652

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６月分）
4,896

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（８月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（８月分）
950

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（８月分）
5,920

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　作業所（生活訓練/チャレンジライフ）の移送費の支出について（８月分）
320

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（８月分）
4,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（８月分）
2,800
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天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助の支出について（６月分）
11,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（８月分）
960

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（左指装具）の支出について（８月分）
4,349

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：タクシー）の支出について（８月分）
20,420

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費特別保育分（平成26年10月分）の支出について
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（平成26年10月）の支出について
60,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
10,689

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（８月分）
41,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（８月分）
17,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（８月分）
6,758

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（８月分）
17,211

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（８月分）
8,424

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（９月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（７月分）
4,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
7,147

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,885

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
420,744

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
12,995

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（８月分）
3,955

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（８月分）
17,975

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用液状のり外３４点の購入経費の支出について
45,902

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
159,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障害者施設入所者の入院受入に関するケース会議出席に係る出張について
4,120

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育キャンペーン・イベントにかかる消耗品購入経費の支出について
24,046

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 地域健康情報発信事業用リーフレットの印刷製本費の支出について
45,750

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
40,132

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
4,450

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
50,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（８月分）
81,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（８月分）
7,458

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　妊婦健診・検査料の支出について（８月分）
4,890

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（８月分）
13,050

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
4,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（８月分）
5,750

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（８月分）
13,050

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（８月分）
12,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（８月分）
14,700

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（８月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（８月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（８月分）
5,890

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
2,308

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（９月分）
15,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（９月分）
5,480

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（９月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（腰椎装具）の支出について（９月分）
25,728

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡）の支出について（９月分）
5,292

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（８月分）
3,000
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天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・意見書料の支出について（９月分）
4,230

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（９月分）
1,080

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産費の支出について（6月分）
37,970

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ接種医師報償金の支出について（平成２６年９月分）
49,780

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費（８月分）の支出について
3,370

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年９月後半分）
10,368

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年９月後半分）
3,449

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６，８月分）
18,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（９月分）
62,640

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（足底装具）の支出について（９月分）
21,064

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（９月分）
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡）の支出について（９月分）
29,370

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について（９月分）
5,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助の支出について（９月分）
206,856

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
198,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
6,080

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
173,080

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰入金の支出について（９月分）
800

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（７月分）
3,279

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（８月分）
7,020

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（８月分）
6,783

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教材代・学校給食費の支出について（９月分）
43,644

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教材代・学校給食費の支出について（９月分）
21,419

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（遠用眼鏡レンズ）の支出について（９月分）
14,832

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（６，７，８月分）
16,920

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（８月分）
2,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（９月分）
500

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（胸椎装具）の支出について（９月分）
31,282

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種健診事業実施に伴う報償金の支出について（平成２６年９月分）
249,460

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,130

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
432

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,920

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,309

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業の業務委託経費の支出について【ＴＯＴ保育ママ　9月分】
1,123,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
13,750

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
312,265

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
17,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（８月分）
4,456

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
18,540

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
8,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（９月分）
43,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（９月分）
22,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教材代・学校給食費の支出について（９月分）
52,474

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡）の支出について（９月分）
25,000
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天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（９月分）
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（９月分）
4,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡レンズ）の支出について（９月分）
9,990

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（９月分）
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（左手関節装具）の支出について（５月分）
7,388

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助の支出について（９月分）
206,856

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業の業務委託経費の支出について【かのん保育ママ　9月分】
1,079,897

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康展用　ポケットティッシュの購入にかかる経費の支出について
12,312

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
29,160

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
172,605

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
25,990

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
14,085

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教材代・学校給食費の支出について（９月分）
71,969

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（９月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡）の支出について（１０月分）
20,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助の支出について（９月分）
227,316

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業の業務委託経費の支出について【保育ママあかつき　9月分】
1,070,700

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 高齢者福祉業務用独居高齢者等見守りサポーター事業地域ボランティアリーダー活動謝礼の支出について（平成２６年８月分）
40,416

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費１１月分の支出について
13,500,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費１１月分の支出について
7,300,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費１１月分の支出について
200,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費１１月分の支出について
500,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成２６年度母子福祉貸付金（修学資金　第３四半期分）の支出について
312,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 天王寺愛あいふれあいまつり事業用プログラム印刷にかかる経費の支出について
15,012

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療費助成事業用医療費の支出について
822,696

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業用医療費の支出について
308,629

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
40,700

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
20,599

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　妊婦健診・検査料の支出について（９月分）
3,980

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６，７，８，９月分）
12,743

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
7,190

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（９月分）
1,280

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡）の支出について（９月分）
25,571

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（９月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 各種保健事業用公用車定期整備（継続検査）にかかる法定費用の支出について
1,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　損害保険料 各種保健事業用公用車定期整備（継続検査）にかかる法定費用の支出について
27,840

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 公課費　公課費 各種保健事業用公用車定期整備（継続検査）にかかる法定費用の支出について
32,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療費の支出について
421,847

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について
25,318

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所給食費（平成26年10月）の支出について
1,418,860

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
7,700

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（９月分）
25,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（９月分）
41,116

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教材代（８月分）・学校給食費（９月分）の支出について
39,178

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教材代・学校給食費の支出について（９月分）
21,702

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・意見書料の支出について（８月分）
5,400
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天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について(９月分）
3,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助（衛生材料費）の支出について（９月分）
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区地域福祉アクションプラン推進支援事業にかかる研修会の講師謝礼の支出について
10,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
13,750

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
8,880

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
16,680

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
51,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
12,035

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
117,174

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年１０月前半分）
972

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　燃料費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年１０月前半分）
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年１０月前半分）
696

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張旅費（８・９月分）の支出について
960

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年１０月前半分）
1,080

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
620

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉サービス担当外勤用携帯電話使用料の支出について（Ｈ２６．９月分）
1,481

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２６年９月分）の支出について
19,506

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２６年９月分）の支出について
36,466

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２６年９月分）の支出について
820

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２６年９月分）の支出について
3,936

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者福祉業務用高齢者住宅改修費給付金の支出について
45,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用文書送付用料金後納郵便料金の支出について（料金受取人払い・９月分）
29,114

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用文書料金後納郵便料金の支出について（後納郵送料・９月分）
161,811

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　妊婦健診・検査料の支出について（８月分）
5,160

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
82

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
82

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
820

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
386

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
246

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
19,964

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
1,722

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師料の支出について（９月分）
18,680

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業講師料の支出について（９月分）
9,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
6,880

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
1,860

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
820

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
246

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
1,554

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２６年９月分）の支出について
48,872

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２６年９月分）の支出について
15,826

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）業務用料金受取人払にかかる支出について（平成２６年９月分）
776

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
820

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２６年９月分）の支出について
8,856

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２６年９月分）の支出について
8,774

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２６年９月分）の支出について
3,198

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
14,582

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２６年９月分）の支出について
3,280

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便（受取人払）料金の支払いについて（平成26年９月分）
5,141
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天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便（受取人払）料金の支払いについて（平成26年９月分）
9,255

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成26年９月分）
4,398

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成26年９月分）
2,552

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成26年９月分）
18,945

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成26年９月分）
8,342

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成26年９月分）
1,414

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成26年９月分）
529

天王寺区役所 危機管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域における自助・共助力の向上支援事業　防災啓発用品の購入にかかる経費の支出について
145,800

天王寺区役所 危機管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度自転車利用適正化事業用啓発指導員による放置自転車対策業務にかかる支出について（８月分）
99,878

天王寺区役所 危機管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 秋の全国交通安全運動天王寺区民大会における反射エコトートバッグにかかる支出について
23,652

天王寺区役所 危機管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 天王寺区家具転倒防止器具取付事業（高津中学校区）業務委託（4月～9月　事前調査実施分、取付実施分）にかかる支払いについて
89,100

天王寺区役所 危機管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域における自助・共助力の向上支援事業　携帯電話料金（ワイヤレス通信ネットワークサービス）の支払いについて（Ｈ26年９月分）
3,994

天王寺区役所 危機管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 こども安全見守り防犯カメラ（天王寺区役所）一式長期借入にかかる支出について（平成２６年９月分）
39,852

天王寺区役所 危機管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域における自助・共助力の向上支援事業「生魂地域　防災マップ」印刷にかかる経費の支出について
254,880

天王寺区役所 危機管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
984

天王寺区役所 危機管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯業務用携帯電話使用料の支出について（平成26年9月分）
4,946

天王寺区役所 危機管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
574

天王寺区役所 危機管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
4,444

浪速区役所 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステムにかかるモバイル端末機のリース経費の支出について（８月分）
4,584

浪速区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障害サポート事業の実施に伴う所要経費の支出について（日東小学校８月分）
3,760

浪速区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用事務用品（スチールラック　外4点）の購入経費の支出について
160,639

浪速区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区庁舎管理用産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託の実施経費の支出について（臨時分）
216,000

浪速区役所 総務課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話通信通話経費（平成26年9月分）の支出について
10,800

浪速区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 浪速区一般事務用新聞（朝日）の購読経費の支出について（平成２６年第２四半期分（平成２６年７～９月分））
12,111

浪速区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 浪速区一般事務用新聞（読売）の購読経費の支出について(平成26年第2四半期(平成26年7月～9月分))
12,111

浪速区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年9月分）
8,255

浪速区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金（平成26年9月分）への繰入について
5,896

浪速区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年9月分）
1,680

浪速区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 広報事業用　平成26年度（10月号）浪速区広報紙新聞折込広告業務に係る経費の支出について
89,609

浪速区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度浪速区庁舎管理用機械警備機器保守点検の実施経費の支出について（９月分）
24,840

浪速区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区庁舎管理用産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算）の実施経費の支出について（９月分）
12,436

浪速区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度浪速区庁舎管理用一般廃棄物運搬処理業務委託（概算）の実施経費の支出について（9月分）
3,827

浪速区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区一般事務用総合窓口案内員の派遣業務委託の実施経費の支出について（９月分）
218,808

浪速区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎管理用庁舎清掃業務委託の実施経費の支出について（平成26年9月分）
430,992

浪速区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（浪速区）一式の長期借入の実施経費の支出について（平成26年9月分）
167,859

浪速区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（浪速区）一式の長期借入の実施経費の支出について(平成26年9月分)
27,528

浪速区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報端末（視覚障がい者用）の借入にかかる経費の支出について（26年9月分）
30,348

浪速区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用宿日直専門員寝具の賃貸借の実施経費の支出について（平成26年7月～9月分)
25,920

浪速区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般事務用ケーブルテレビ利用経費（平成26年9月分）の支出について
4,380

浪速区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総合企画担当業務用　市内出張交通費（26年9月分）の支出について
520

浪速区役所 総務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業　新聞未購読世帯への浪速区広報紙（10月号）配付業務に係る経費の支出について（概算契約）
49,157

浪速区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 浪速区一般事務用新聞（毎日・日経）の購読経費の支出について（平成26年7月～9月分）
25,638

浪速区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 区政会議運営事業用　会議音声データ反訳及び会議録作成業務（9月29日・30日開催分）経費の支出について
32,076

浪速区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業　平成26年度（10月号）浪速区広報紙企画編集及び印刷業務委託に係る経費の支出について（概算契約）
318,767

浪速区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎管理用自動扉保守点検業務委託の実施経費の支出について（平成26年4月～9月分）
162,000

浪速区役所 総務課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 区政会議運営事業用　会議音声データ反訳及び会議録作成業務（10月3日開催分）経費の支出について
21,384

浪速区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成26年8、9月分）の支出について
14,778

浪速区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成26年9月分）の支出について
8,202
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浪速区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成26年9月分）の支出について
9,656

浪速区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成26年9月分）の支出について
140,534

浪速区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成26年9月分）の支出について
7,929

浪速区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課各種事務用後納郵便料金の支出について（平成26年9月分）
1,080

浪速区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画業務用　郵便料金（26年9月分）の支出について
919

浪速区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話電信通話経費（平成26年9月分）の支出について
21,020

浪速区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画業務用　郵便料金（26年9月分）の支出について
9,430

浪速区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用　インターネット回線使用料（26年9月分）の支出について
4,716

浪速区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話電信通話経費（平成26年9月分）の支出について
7,649

浪速区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステムにかかるモバイル端末機のリース経費の支出について（９月分）
4,584

浪速区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年経済センサス基礎調査及び商業統計調査にかかる受取人払い郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
2,522

浪速区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課各種事務用後納郵便料金の支出について（平成26年9月分）
1,968

浪速区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務（常時）用後納郵便料（平成26年9月分）の支出について
1,502

浪速区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務（常時）用後納郵便料（平成26年9月分）の支出について
2,775

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付支払用資金（１０月分）の支出について
50,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付支払用資金（１０月分マル退）の支出について
10,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年10月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について
105,182

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年10月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について
150,330

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課における市内出張等旅費の支出について（平成26年9月分）
2,300

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入について（９月分）
15,500

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用消耗品の購入及び同経費の支出について
30,024

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用消耗品の購入及び同経費の支出について
158,491

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支払いについて
481,067

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
550,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
2,730,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用消耗品の購入及び同経費の支出について
21,114

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年10月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について
334,573

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）における事務用品の購入経費の支出について
39,517

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について
198,758

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度窓口サービス課（住民情報）における後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
90,874

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用複写機コピー代金（9月分）の支出について
13,669

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（9月分）の支出について
7,110

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務用市内出張交通費（9月分）の支出について
360

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（9月分）の支出について
43,834

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（9月分）の支出について
65,162

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（9月分）の支出について
596,365

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（9月分）の支出について
2,371

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（9月分）の支出について
27,783

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（9月分）の支出について
6,072

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（9月分）の支出について
1,343

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 はぐくみネット事業（難波元町小）にかかるふれあい運動会プログラム・食券の作成経費の支出について
38,448

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 第40回ナニワ区民まつりにおける「人権啓発コーナー」レザークラフト体験教室にかかるストラップワークショップキットの購入経費の支出について
15,552

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（人権生涯学習）事業にかかる市内出張旅費(９月分）の支出について
1,503

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（人権生涯学習）事業にかかる市内出張旅費(９月分）の支出について
582

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（人権生涯学習）事業にかかる市内出張旅費(９月分）の支出について
180

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
5,400

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入（９月分）の支出について
12,096

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入（９月分）の支出について
20,000
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浪速区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入（９月分）の支出について
600

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入（９月分）の支出について
7,700

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区人権啓発推進事業用・浪速区生涯学習推進事業・生涯学習ルーム事業用デスクトレー等購入経費の支出について
19,785

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 緑化推進支援事業用物品の購入経費の支出について
16,399

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区人権啓発推進事業用・浪速区生涯学習推進事業・生涯学習ルーム事業用デスクトレー等購入経費の支出について
3,186

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 落書き消去活動支援事業用物品の購入経費の支出について
118,692

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区人権啓発推進事業用・浪速区生涯学習推進事業・生涯学習ルーム事業用デスクトレー等購入経費の支出について
5,119

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成26年度難波元町地域ふれあい運動会にかかる傷害保険料の支出について
33,000

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 新世界＆天王寺動物園百年祭支援事業（ＰＲ活動）にかかる東京都への管外出張旅費の支出について
29,660

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 第40回ナニワ区民まつりにおける「人権啓発コーナー」レザークラフト体験教室の実施経費の支出について
35,800

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 浪速子ども球技大会用　ソフトボール　外3点の買入れにかかる経費の支出について
41,796

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 フレンズカップ用　ランドリーバッグの買入にかかる経費の支出について
58,590

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 協働事業等にかかる市内出張旅費（９月分）の支出について
6,010

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト等にかかる携帯電話通信通話料の支出について（平成２６年９月分）
3,540

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト等にかかる携帯電話通信通話料の支出について（平成２６年９月分）
1,560

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 支出命令情報第２１８４号の口座振替不能による再支出
360

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全・安心なまちづくり推進事業用物品の購入経費の支出について
130,680

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（９月分）
140

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２６年９月分）
1,056

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２６年９月分）
5,688

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２６年９月分）
1,906

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（９月分）
82

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（９月分）
500

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（９月分）
7,134

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（９月分）
82

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（９月分）
17,924

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（９月分）
2,214

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（９月分）
164

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「啓発指導員による放置自転車対策」業務委託の支出について（９月分）
405,824

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立浪速区民センター施設管理業務にかかる委託経費の支出について（第３回目）
7,256,000

浪速区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度浪速区コミュニティ育成事業業務にかかる委託経費の支出について（第３回目）
2,305,418

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費・校外活動費）７、８月分の支出について
48,410

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年７月分の支出について
221,824

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（特別保育用・１０月分）の支出について
20,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（通常保育用・１０月分）の支出について
90,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年７月分の支出について
213,220

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
89,856

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健担当業務用消耗品（カラーペーパー外１１点）の購入及び同経費の支出について
3,054

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（８月分）
800

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（８月分）
7,864

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（８月分）
880

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（８月分）
840

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
13,312

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
4,304

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
23,897

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
20,479

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）６～９月分の支出について
325,321

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（眼鏡代・装具代）平成２６年８、９月分の支出について
224,072
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浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健担当業務用消耗品（カラーペーパー外１１点）の購入及び同経費の支出について
4,752

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健担当業務用消耗品（カラーペーパー外１１点）の購入及び同経費の支出について
14,061

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健担当業務用消耗品（カラーペーパー外１１点）の購入及び同経費の支出について
2,376

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健担当業務用消耗品（カラーペーパー外１１点）の購入及び同経費の支出について
2,144

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座にかかる報償金の支出について（８月分）
7,990

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健担当業務用消耗品（カラーペーパー外１１点）の購入及び同経費の支出について
1,782

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）６～８月分の支出について
38,990

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年７月分の支出について
219,424

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援費（住宅改修支援費）の支出について
2,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　特別旅費 平成２６年度自立相談支援事業従事者養成研修にかかる管外出張について
55,130

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）８・９月分の支出について
327,501

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立てにかかる診断書料の支出について
2,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）８月分の支出について
129,600

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）８月分の支出について
6,180

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）９月分の支出について
1,555

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）９月分の支出について
2,500

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（訪問看護）８月分の支出について
7,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）７～９月分の支出について
34,020

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（法外援護費）８月分の支出について
38,920

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（文書料）８月分の支出について
3,240

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用図書購入経費の支出について（高齢者支援）
4,218

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
978

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,535

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,827

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年８月分の支出について
216,640

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,080

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
9,884

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,933

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
12,340

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
11,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）第１４１０３２００７０号
6,791

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）第１４１０３２００６１号
37,099

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）第１４１０３２００７２号
25,068

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
269,474

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）1410320078
9,170

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）第１４１０２２００７５号
8,813

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）第１４１０２３０００８号
74,093

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）第１４１０３２００７１号
37,413

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）８・９月分の支出について
371,837

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）７月分の支出について
1,720

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（眼鏡代・装具代）平成２６年９月分の支出について
154,523

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年７月分の支出について
219,664

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座にかかる報償金の支出について（９月分）
6,930

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１３００３０
19,950

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０２９１外１５件
247,016

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１３００３４
24,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０５５０
17,800
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浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）９月分の支出について
7,647

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）９月分の支出について
3,888

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年９月分の支出について
194,832

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種にかかる医師への報償金の支払いについて（２６年９月１８日実施分）
49,780

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第１４１０２２００３１号
55,439

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第１４１０２２００５６号
505,848

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）1410320077
25,256

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第１４１０３２００７３号
17,795

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第１４１０２２００６８号
46,007

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第１４１０２２００６２号
536,576

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０２９７外１１件
234,654

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年８月分の支出について
200,024

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立てにかかる診断書料の支出について
5,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）８・９月分の支出について
398,370

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）1410220076
25,920

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（費用支給）１３１０１２０２８０外５件
112,128

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０３２２外５件
123,958

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２００８６
17,800

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度大阪市高齢者住宅改修給付事業における支出について
247,500

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
4,200

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（眼鏡代・装具代）平成２６年８、９月分の支出について
181,738

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子及び父子並びに寡婦福祉法貸付金の口座振替による支出について第３四半期分　　　　（平成２６年１０月～平成２６年１２月分）
366,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援費（住宅改修支援費）の支出について
2,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 保健事業用のぼり・垂幕及び第31回浪速区健康展ポスター・チラシの印刷ならびに同経費の支出について
91,960

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 保健事業用のぼり・垂幕及び第31回浪速区健康展ポスター・チラシの印刷ならびに同経費の支出について
56,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）1410320079
7,493

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０６８９
18,230

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２０１１５
72,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）平成２６年６～９月分の支出について
181,396

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）平成２５年８月、平成２６年８月分の支出について
97,700

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年８月分の支出について
189,756

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
20,160

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診に係る報償金の支出について（平成２６年９月分）
125,010

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）平成２６年７～９月分の支出について
360,988

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）８・９月分の支出について
228,500

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）９月分の支出について
4,914

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）９月分の支出について
2,655

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）７・９月分の支出について
23,260

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（検診料）８・９月分の支出について
16,300

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者診療報酬）８月分の支出について
49,550

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）６・８月分の支出について
1,520

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年８月分の支出について
214,024

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
18,635

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０２８５外９件
154,900

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０４０６外１件
35,600

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０８２７外１件
29,830

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０３７６外５件
93,604

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）平成２６年８、９月分の支出について
144,321
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浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費・校外活動費）９月分の支出について
223,388

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）７～９月分の支出について
55,600

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所給食賄材料費（１０月分）の支出について
2,704,880

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）８～１０月分の支出について
93,455

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）９月分の支出について
52,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）８月分の支出について
8,120

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費）９月分の支出について
356,454

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(眼鏡代・装具代）平成２６年５～１０月分の支出について
326,169

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年９月分の支出について
1,080,744

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 病気休職者医療機関受診の同行による管外出張経費の支出について
1,590

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費支払資金の支出について　１１月分
37,089,523

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費支払資金の支出について　１１月分
17,902,514

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費支払資金の支出について　１１月分
474,180

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費支払資金の支出について　１１月分
150,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費支払資金の支出について　１１月分
727,200

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年７月分の支出について
216,424

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立てにかかる診断書料の支出について
5,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０２２００８２
60,570

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０３２００６４外３件
77,452

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１３００４２
23,886

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０８４６
24,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２００４９
24,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年８月分の支出について
213,220

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年８月分の支出について
219,424

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立てにかかる診断書料の支出について
2,160

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２６年度第２回コホート検討会出席医師への報償金の支払いについて
11,360

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区役所「地域子育てサポートネットワーク事業」にかかる委託料の支出について（第３四半期分）
1,049,500

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０３２００８６
6,791

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（眼鏡代・装具代）平成２６年８～１０月分の支出について
197,337

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年９、１０月分の支出について
605,258

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年９月分の支出について
224,020

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 民連事務用市内出張交通費等の支出について（９月分）
360

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
5,919

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
5,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０２２００８９
154,017

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（９月分）
1,240

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（９月分）
8,912

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（９月分）
840

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（９月分）
1,600

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）８～１０月分の支出について
377,122

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）８月分の支出について
7,560

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）９月分の支出について
192,240

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）８、９月分の支出について
102,300

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
7,603

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,124

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
2,135

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
100

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業の委託にかかる委託料の支出について（保育ママ大きなじゃんぐる）平成２６年９月分
535,300
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浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業にかかる委託料の支出について（ぬくもりのおうち保育ママ７）平成２６年９月分
881,180

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
5,002

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
7,460

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
6,800

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
689

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
328

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
4,756

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区役所「災害時要援護者の実態把握による地域見守り活動サポート事業」にかかる委託料の支出について（第３四半期分）
2,734,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
16,946

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
1,980

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
3,711

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
2,788

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
688

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
8,200

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
3,420

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（９月分）の支出について
15,592

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（９月分）の支出について
1,403

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（９月分）の支出について
146,844

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（９月分）の支出について
468,034

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）８月分の支出について
1,620

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
3,201

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
328

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
8,028

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
902

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
4,920

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
374

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
820

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
24,295

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
24,600

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
1,346

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
984

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分受取人払）の支出について
841

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分受取人払）の支出について
420

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業にかかる委託料の支出について（保育ママ事業所　あったかスマイル・なにわ）平成２６年９月分
804,600

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
1,740

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
5,199

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
3,280

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
10,244

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
3,526

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
328

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
41,424

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（９月分受取人払）の支出について
11,680

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
2,046

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
328

浪速区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
3,280

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 平成26年8月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
56,025

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成26年8月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
2,053,558

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 平成26年8月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
431,421
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西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度　第4回西淀川区区政会議録作成経費の支出について
40,824

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成26年9月分　庁舎管理維持用ガス使用料の支出について
459,537

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 平成26年9月分　庁舎管理維持用ガス使用料の支出について
81,095

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用軍手外の購入にかかる経費の支出について
186,942

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年9月分　庁内情報利用パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について
145,880

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成26年9月分　庁内情報利用パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について
3,170

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 職員との面談にかかる旅費の支出について（平成２６年９月２６日分）
4,640

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 大阪市西淀川区広報紙印刷業務経費の支出について（平成26年10月号）
328,709

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年9月分　西淀川区役所庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（長期継続契約)
378,000

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年9月分　宿直用寝具等借入にかかる経費の支出について
9,504

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年9月分　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について
10,181

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年9月分　庁内情報利用端末機等(視覚障がい者用)長期借入にかかる経費の支出について
32,572

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,484

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
9,000

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払貴金繰入金の支出について（選挙事務用９月分）
246

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区広報紙編集デザイン業務経費の支出について（平成26年10月号）
174,960

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年9月分　 区役所窓口案内業務従事者派遣にかかる経費の支出について
161,406

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 書類印刷用トナーカートリッジの購入にかかる経費の支出について
259,200

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 大阪市西淀川区広報紙新聞折込業務経費の支出について（平成26年10月号）
354,878

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年9月分　人事総務課分コピー代金の支出について
680

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年9月分　人事総務課分コピー代金の支出について
48,374

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年9月分　人事総務課分コピー代金の支出について
1,208

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 人事総務課（企画）用市内出張交通費の支出について（平成26年9月分）
2,510

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内リモコンシステム用　平成２６年９月分データ通信料の支出について
4,894

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張交通費の支出について（平成26年9月分）
7,990

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年9月分　一般廃棄物運搬収集にかかる経費の支出について
5,490

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 平成26年9月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
50,446

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西淀川区公募事業の事業者選定委員会にかかる報償金の支出について（10月11日選定会議開催）
66,640

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成26年9月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
1,841,935

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分　人事総務課事務用郵便料金の支出について
4,774

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民相談事業用FAX回線使用料の支出について（平成26年9月分）
3,004

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報・区民相談・区政会議事業用後納郵便料金の支出について（平成26年9月分）
3,754

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報・区民相談・区政会議事業用後納郵便料金の支出について（平成26年9月分）
38,671

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分　一般事務用ＦＡＸ使用料の支出について
11,314

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分　一般事務用電話使用料の支出について
21,020

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報・区民相談・区政会議事業用後納郵便料金の支出について（平成26年9月分）
2,520

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度自動扉開閉装置保守点検業務にかかる経費の支出について（第２四半期分）
71,820

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度自動扉開閉装置保守点検業務にかかる経費の支出について（第１四半期分）
71,820

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区広報紙配付業務経費の支出について（平成26年10月号）
73,990

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分　経済センサス基礎調査及び商業統計調査　受取人払後納郵便料金の支出について
1,940

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分　人事総務課事務用郵便料金の支出について
4,100

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分　人事総務課事務用郵便料金の支出について
1,030

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙用　後納郵便料金（平成２６年９月分）の支出について
1,592

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙用　後納郵便料金（平成２６年９月分）の支出について
7,452

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 平成26年9月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
357,965

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平成26年度自動扉開閉装置保守点検業務にかかる経費の支出について（第１四半期分）
11,340

西淀川区役所 人事総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平成26年度自動扉開閉装置保守点検業務にかかる経費の支出について（第２四半期分）
11,340

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年８月分市内出張交通費の支出について（クリーンにしてグリーンなまちづくりグループ）
560
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西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年８月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
1,134

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年８月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
68

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年８月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
836

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年８月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
84

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年８月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
2,541

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年８月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
1,385

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年８月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
3,708

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年８月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
6,326

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年８月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
6,010

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月03日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　消耗品費 平成２６年８月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
1,134

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月03日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　消耗品費 平成２６年８月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
4,213

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用平成２６年９月分歌島公園種花広場電気使用料の支出について
2,658

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用、ビニールハウスの購入にかかる経費の支出について
667,440

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習推進事業学びの区民連続講座にかかる講師謝礼の支出について
8,600

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度PTA・社会教育関係団体対象学習会「オリンピック選手に走り方を学ぼう」（野里幼稚園PTA）にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 コミュニティ育成事業（区民ソフトテニス大会９月７日開催外）用物品購入にかかる経費の支出について
233,114

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 商店街にぎわい再生事業用　イベント周知チラシの作成にかかる経費の支出について（９月２７日開催分）
90,703

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月10日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 報償費　報償金 矢倉地区整備基本構想検討事業用「西淀川区矢倉地区の有効活用に関する検討会議」にかかる報償金の支出について（平成26年9月4日開催分）
13,000

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西淀川区放置自転車対策業務及び調査分析業務にかかる経費（8月分）の支出について
307,152

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 図書に親しみ多世代が交流する環境づくり事業にかかる図書補修の事務用品の購入にかかる経費の支出について
18,207

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（９月分・花緑、環境美化）
5,270

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支払いについて（９月分・花緑、環境美化）
480

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支払いについて（９月分・花緑、環境美化）
5,150

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支払いについて（９月分・花緑、環境美化）
1,000

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 コミュニティ育成事業「平成２６年度西淀川区民まつり」におけるチラシ等作成にかかる経費の支出について
82,620

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 災害時の動員による参集に係るタクシー代の立替払いの支出について
5,520

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 コミュニティ育成事業「西淀川区民まつり」における会場設営撤去業務委託にかかる経費の支出について
1,123,200

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 商店街にぎわい再生事業用　イベント周知チラシの新聞折込みにかかる経費の支出について（９月２７日開催分）
46,980

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 コミュニティ育成事業（西淀川区民まつり）におけるポール外１４点の購入にかかる経費の支出について
145,945

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全推進事業　地域安全対策プロジェクト用　携帯電話使用料（９月分）の支出について
6,978

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区内工業支援事業　技術相談窓口業務用　携帯電話使用料（Ｈ２６．９月分）の支出について
1,011

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習推進事業「学びの区民連続講座」にかかる講師謝礼の支出について
8,600

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度技術相談窓口にかかる相談員への報償金の支出について（９月分）
66,000

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域活動支援事業・教育支援事業用市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
4,150

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全事業用後納郵便料の支出について（平成26年9月分）
1,148

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全事業用後納郵便料の支出について（平成26年9月分）
1,722

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援事業用後納郵便料の支出について（平成２６年８月分）
13,711

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全事業用後納郵便料の支出について（平成26年9月分）
328

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援事業用後納郵便料の支出について（平成２６年８月分）
256

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援事業用後納郵便料の支出について（平成２６年８月分）
2,319

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全事業用後納郵便料の支出について（平成26年9月分）
246,273

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課事業用後納郵便料の支出について（平成２６年度９月分）
287

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課事業用後納郵便料の支出について（平成２６年度９月分）
1,476

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課事業用後納郵便料の支出について（平成２６年度９月分）
4,218

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援事業用後納郵便料の支出について（平成２６年８月分）
1,353

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 コミュニティ育成事業「西淀川区民まつり」における会場設営業務委託（電気設備）にかかる経費の支出について
702,000

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市西淀川区における新たな地域コミュニティ支援事業業務委託にかかる経費の支出について（第３四半期分）
4,000,000

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西淀川区放置自転車対策業務及び調査分析業務にかかる経費（9月分）の支出について
363,528
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西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月31日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課事業用後納郵便料の支出について（平成２６年度９月分）
1,312

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年10月31日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全事業用後納郵便料の支出について（平成26年9月分）
2,436

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法に基づく葬祭費負担金の支出について
350,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険法に基づく出産育児一時金負担金の支出について
189,870

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年１０月分　国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
30,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年１０月分　国民健康保険料還付金（歳出・退職）の支出について
10,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西淀川区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約にかかる経費の支出について（平成２６年８月分）
2,619,586

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年８月分証明書発行システム用ＦＡＸ使用料の支出について
3,815

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約にかかる経費の支出について（平成２６年８月分）
315,854

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
47,946

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍事務用書籍の追録にかかる経費の支出について
3,544

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
6,214

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
10,420

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月22日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
287,592

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年９月分　市内出張交通費（住民情報）の支出について
4,260

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
254,579

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
160,485

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
113,636

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
300,527

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
326,469

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
235,126

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
1,840

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
240

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
2,160

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法に基づく葬祭費負担金の支出について
400,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年９月分　窓口サービス課（保険年金）分コピー代金の支出について
12,106

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
305,865

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険法に基づく出産育児一時金負担金の支出について
1,063,810

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
92,742

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分証明書発行システム用ＦＡＸ使用料の支出について
7,649

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
3,038

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 戸籍登録事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
75,175

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
16,446

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
54,022

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
389,213

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
31,248

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
120,689

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
35,678

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
180,430

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 区における就労支援強化事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について
11,588

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
45,150

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
147,129

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　平成26年10月分の支出について（追加）
5,500

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
216,424

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（特別保育分）１０月分の支出について
20,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（通常保育分）１０月分の支出について
120,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
107,802

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具費（介護扶助金）の支出について
60,274
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西淀川区役所 福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
104,363

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料及び検診料（医療扶助金）の支出について
32,670

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
215,945

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
213,220

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会用お茶（ペットボトル）の購入代金の支出について（８月１日～１１月４日分）のべ１６８人分
14,621

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
287,985

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
210,940

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
12,600

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
33,330

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
4,400

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
87,500

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
242,006

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成２６年度全国生活保護査察指導員研修会への参加にかかる管外出張命令
37,400

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具費（介護扶助金）の支出について
9,774

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
199,695

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金（措置扶助金）の支出について
21,730

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具費（介護扶助金）の支出について
58,320

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
30,290

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
13,400

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による訪問看護料（医療扶助金）の支出について
30,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
203,834

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
69,452

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による訪問看護料（医療扶助金）の支出について
1,746

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
96,126

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
219,664

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
78,379

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
225,046

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
64,598

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
86,302

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による保護費追給分(生活扶助金）の支出について
91

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による引越代（生活扶助金）の支出について
296,600

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
45,762

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
17,040

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる通院移送費（医療扶助金）の支出について
49,648

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（出産扶助金）の支出について
65,100

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
223,600

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
39,600

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費１０月分の支出について
2,392,340

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
648

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
7,560

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
2,900

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度子育てを応援する担い手育成・地域連携事業の業務委託にかかる経費の支出について（第３四半期分）
1,714,996

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
400

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
103,463

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,384
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西淀川区役所 福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,488

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
2,550

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による引越代（生活扶助金）の支出について
20,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
313,775

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成２６年度　母子福祉貸付金（修学資金）の支出について（第３四半期分）
457,950

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
153,584

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
141,263

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
25,520

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
75,260

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
21,880

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
30,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
8,900

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
88,550

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 住宅改修理由書作成費９月請求分の支出について
10,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による引越代（生活扶助金）の支出について
173,340

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による妊婦検診料（生活扶助金）の支出について
1,910

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
268,074

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
25,680

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金（措置扶助金）の支出について
20,206

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による引越代（生活扶助金）の支出について
64,800

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
84,876

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料（生活扶助金）の支出について
36,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具費（介護扶助金）の支出について
2,290

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による非指定医療機関診療報酬費（医療扶助金）の支出について
5,135,170

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料及び検診料（医療扶助金）の支出について
29,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
162,348

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 ２６年度　介護保険事務用及び一般事務用　市内出張交通費の支出について（９月分）
780

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
7,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
192,203

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
29,805

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
961

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,768

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　平成26年11月分の支出について
23,100,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費　平成26年11月分の支出について
11,800,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　平成26年11月分の支出について
500,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　平成26年11月分の支出について
400,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費　平成26年11月分の支出について
700,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費の支出について
30,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 ２６年度　介護保険事務用及び一般事務用　市内出張交通費の支出について（９月分）
240

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成26年　9月分　地域生活支援事業用携帯電話使用料の支出について
2,668

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年１０月　重度障害者医療助成にかかる償還払の支出について
2,117,189

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
9,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
192,230

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
198,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
34,906

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,420

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
197,400



平成26年度（平成26年10月）　公金支出情報

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

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,300

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年１０月一部負担金相当額等一部助成にかかる償還払の支出について
892,814

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 区における就労支援強化事業用物品の借入にかかる経費の支出について
112,320

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による引越代（生活扶助金）の支出について
64,800

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
61,800

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
267,200

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
45,630

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
257,350

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金（措置扶助金）の支出について
20,829

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年１０月こども医療助成にかかる償還払の支出について
519,277

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年１０月ひとり親家庭医療助成にかかる償還払の支出について
120,418

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代(生活扶助金）の支出について
6,740

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
84,720

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による引越代（生活扶助金）の支出について
211,600

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による妊婦検診料（生活扶助金）の支出について
17,310

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
75,696

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による訪問看護料（医療扶助金）の支出について
582

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
46,260

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
216,345

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年9月分）
660

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年9月分）
4,670

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年9月分）
3,260

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉課（生活支援）用市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
1,520

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成26年9月分）
7,073

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年9月分）
31,762

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年9月分）
800

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成26年9月分）
33,075

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年9月分）
360

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年9月分）
7,280

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 福祉課（生活支援）用市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
5,020

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 福祉課（生活支援）用コピー代金の支出について（平成２６年９月分）
27,061

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
418,690

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　平成26年11月分の支出について（追加）
25,170

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年9月分）
8,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年9月分）
1,730

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年9月分）
13,733

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年9月分）
37,038

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年9月分）
18,945

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（保育ママきららみてじま保育園）（９月分）
441,690

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（保育ママきららひめじま駅前保育園）（９月分）
954,550

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年9月分）
19,417

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年9月分）
18,696

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
82,827

西淀川区役所 福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年9月分）
680

西淀川区役所 保健課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年９月分小口支払基金の繰入について
5,721

西淀川区役所 保健課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年９月分小口支払基金の繰入について
3,672

西淀川区役所 保健課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２６年９月分小口支払基金の繰入について
15,835

西淀川区役所 保健課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 平成２６年９月分小口支払基金の繰入について
7,400
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西淀川区役所 保健課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 平成２６年９月分小口支払基金の繰入について
3,564

西淀川区役所 保健課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年度ＢＣＧ予防接種事業用　９月分従事医師報償金の支出について
49,780

西淀川区役所 保健課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２６年９月分乳幼児健康診査等報償金の支出について
330,180

西淀川区役所 保健課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室従事助産師報償金の支出について
11,160

西淀川区役所 保健課 平成26年10月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育キャンペーン・イベント用消耗品の購入にかかる経費の支出について
25,520

西淀川区役所 保健課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年９月分　保健課コピー代金の支出について
13,868

西淀川区役所 保健課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料金の支出について
492

西淀川区役所 保健課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料金の支出について
82

西淀川区役所 保健課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成２６年９月分保健福祉センター事業用白衣等洗濯代の支出について
1,134

西淀川区役所 保健課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料金の支出について
328

西淀川区役所 保健課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料金の支出について
830

西淀川区役所 保健課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料金の支出について
1,722

西淀川区役所 保健課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料金の支出について
15,194

西淀川区役所 保健課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料金の支出について
3,329

西淀川区役所 保健課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料金の支出について
32,288

西淀川区役所 保健課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料金の支出について
82

西淀川区役所 保健課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料金の支出について
16,255

西淀川区役所 保健課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料金の支出について
2,542

淀川区役所 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（８月分）
1,713,582

淀川区役所 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（９月分）
480,409

淀川区役所 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（９月分）
965,087

淀川区役所 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（８月分）
1,752,284

淀川区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙啓発用ウェットティッシュの買入経費の支出について
140,400

淀川区役所 総務課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用　輪転機用マスターの買入経費の支出について
29,808

淀川区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,015

淀川区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
432

淀川区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
114

淀川区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の就業訓練を目的とした大阪市淀川区役所清掃業務委託契約にかかる経費の支出について（9月分）
124,748

淀川区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（9月分）
504,000

淀川区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式　長期借入について（9月分）
240,862

淀川区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度大阪市淀川区役所宿直員用寝具等借入契約にかかる経費の支出について（9月分）
9,936

淀川区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式　長期借入について（9月分）
3,168

淀川区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（９月請求分）
23,842

淀川区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用新聞の購読並びに同経費の支出について（平成26年4月～平成27年3月分）読売新聞（上半期分）
24,222

淀川区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（９月請求分）
360

淀川区役所 総務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（９月分）
32,171

淀川区役所 総務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課および窓口サービス課（住民情報・戸籍）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
148,791

淀川区役所 総務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 外国人登録事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
2,109

淀川区役所 総務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市淀川区役所産業廃棄物収集運搬及び処分業務にかかる経費の支出について（9月分）
24,622

淀川区役所 総務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市淀川区役所一般廃棄物収集運搬業務にかかる経費の支出について（9月分）
11,668

淀川区役所 総務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎内和式便所のフラッシュバルブ漏水修理にかかる経費の支出について
27,000

淀川区役所 総務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度淀川区役所旧庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（9月分）
5,832

淀川区役所 総務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 淀川区役所事務用デジタル印刷機（輪転機）長期借入契約にかかる経費の支出について（9月分）
3,888

淀川区役所 総務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課および窓口サービス課（住民情報・戸籍）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
6,888

淀川区役所 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用新聞の購読料の支出について（平成26年4月～平成27年3月分）毎日新聞（上半期分）
24,222

淀川区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所・淀川屋内プール複合庁舎管理にかかる水道代の支出について（9月分）
282,688

淀川区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度淀川区役所庁舎の機械警備にかかる経費の支出について（9月分）
75,600

淀川区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（9月分）
1,124
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淀川区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（9月分）
7,772

淀川区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 淀川区役所・淀川屋内プール複合庁舎管理にかかる水道代の支出について（9月分）
1,599,390

淀川区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 統計事務用郵便料金の支出について（９月分）
776

淀川区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用冊子の購入並びに同経費の支出について（第３回）
4,526

淀川区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（10月分）
240,616

淀川区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（９月分）
1,619,477

淀川区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所事務（証明書発行）用電話代の支出について（９月分）
7,649

淀川区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 淀川区役所庁舎管理にかかる電話代の支出について（９月分）
20,156

淀川区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（９月分）
1,559,139

淀川区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（10月分）
1,388,402

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業における地域防災リーダー装備品の買入経費の支出について
143,478

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生涯学習ルーム事業業務委託料の支出について（第８回）
20,000

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２６年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について
124,200

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業講師謝礼金（新東三国小学校区）の支出について（第３回）７月・９月実施分
10,000

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 24区役所連携＆天下一祭スタンプラリー台紙の印刷経費の支出について
30,240

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生涯学習ルーム事業業務委託料の支出について（第９回）
50,000

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市淀川区学校体育施設開放事業業務委託にかかる経費の支出について（７回目）
90,000

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 はぐくみネット事業業務委託料の支出について２－４
68,912

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 使用料（生涯学習推進事業用）の支出について
10,140

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ベゴニア外４点（種から育てる地域の花づくり支援事業用）の購入経費の支出について
33,912

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業用インクカートリッジの買入経費の支出について
61,527

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大雨洪水警報による動員参集（9月11日）にかかるタクシー代の支出について
7,840

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生涯学習ルーム事業業務委託料の支出について（第１０回）
20,000

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 園芸用じょうろ外１点（種から育てる地域の花づくり支援事業用）の購入経費の支出について
8,208

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 はぐくみネット事業業務委託料の支出について１－７
52,000

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生涯学習ルーム事業業務委託料の支出について（第１１回）
30,000

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年９月分の料金後納郵便料金の支出について
140

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業に係るコピー代（９月分）の支出について
35,838

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年９月分の料金後納郵便料金の支出について
649

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年９月分の料金後納郵便料金の支出について
5,407

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年９月分の料金後納郵便料金の支出について
140

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年９月分の料金後納郵便料金の支出について
1,394

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年９月分の料金後納郵便料金の支出について
164

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年９月分の料金後納郵便料金の支出について
362

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年９月分の料金後納郵便料金の支出について
2,624

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年９月分の料金後納郵便料金の支出について
4,428

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年９月分の料金後納郵便料金の支出について
174

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年９月分の料金後納郵便料金の支出について
1,502

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大雨洪水警報による動員参集（9月24日）にかかるタクシー代の支出について
30,850

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 スポーツ出前講座の実施にかかる行事保険経費の支出について
2,550

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立淀川区民センター及び大阪市立淀川区老人福祉センター管理運営業務経費の支出について（２６年７月分）
2,254,997

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度啓発指導員による放置自転車対策業務委託料（9月分）の支出について
133,622

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立淀川区民センター及び大阪市立淀川区老人福祉センター管理運営業務経費の支出について（２６年６月分）
2,254,997

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年９月分の料金後納郵便料金の支出について
410

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年９月分の料金後納郵便料金の支出について
2,603

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 講師謝礼金（生涯学習推進員研修用）の支出について
5,000

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 はぐくみネット事業業務委託料の支出について１－８
97,000
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淀川区役所 市民協働課 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校選択制希望調査票返信にかかる郵便料金の支出について（９月分）
92,247

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市淀川区学校体育施設開放事業業務委託にかかる経費の支出について（８回目）
480,000

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 各種スポーツ講座にかかる会場使用料の支出について（平成２６年１１月３０日分）
9,360

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 スポーツ出前講座にかかる講師謝礼の支出について(平成２６年９月実施分)
35,320

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生涯学習ルームにかかる報償金の支出について（２６年１０月請求分）
128,200

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 スポーツ出前講座の実施にかかる行事保険経費の支出について
3,150

淀川区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立淀川区民センター及び大阪市立淀川区老人福祉センター管理運営業務経費の支出について（２６年８月分）
2,504,997

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年１０月支給分国民健康保険法にかかる療養費（一般）の支出について
716,468

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金平成２６年１０月分支払資金（一般）の支出について
400,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金平成２６年１０月分支払資金（退職）の支出について
10,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年度１０月支給分国民健康保険法にかかる葬祭費の支出について
550,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年度１０月支給分国民健康保険法にかかる出産育児一時金の支出について
774,970

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
538,078

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 書類搬送設備の修繕経費の支出について（淀川区役所窓口サービス課、住民情報・戸籍）
42,768

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 ライフプラン結婚・出生記念カードの印刷経費の支出について　　（淀川区役所窓口サービス課　住民登録・戸籍）
75,600

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約料の支出について（８月分）
3,946,292

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年１０月支給分国民健康保険法にかかる療養費（一般）の支出について
700,973

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年度１０月支給分国民健康保険法にかかる葬祭費の支出について
350,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年１０月支給分国民健康保険法にかかる療養費（退職）の支出について
462,906

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年１０月支給分国民健康保険法にかかる療養費（一般）の支出について
348,182

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年１０月支給分国民健康保険法にかかる療養費（退職）の支出について
32,901

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 後期高齢者医療保険事務用市内出張交通費の支出について（５月分、７月分）
2,820

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・第２回）
12,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・第２回）
8,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
465,592

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（退職）の支出について
2,200

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（１０月処理分）
1,584

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２６年９月分料金後納郵便料（管理）の支出について
797,644

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２６年９月分料金後納郵便料（管理・受取人払）の支出について
47,274

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月23日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,100

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２６年９月分料金後納郵便料（受取人払）の支出について
98,588

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２６年９月分料金後納郵便料の支出について
317,010

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年度１０月支給分国民健康保険法にかかる葬祭費の支出について
600,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年度１０月支給分国民健康保険法にかかる出産育児一時金の支出について
1,020,372

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 淀川区における市営バス転回地内の町名街区案内板撤去及び処分業務委託経費の支出について
108,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）用コピー代の支出について（９月分）
8,474

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかる平成２６年９月分コピー代金（保険）の支出について
12,424

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかる平成２６年９月分コピー代金（管理）の支出について
8,061

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所における消耗品事業資金の支出について（特別保育）　１０月分
30,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所における消耗品事業資金の支出について（通常保育）　１０月分
120,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月01日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（転宅資金）の支出について
260,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,376

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
69,612

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
2,185

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費の支出について
29,800

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
33,340

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
7,620
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淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
92,683

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
7,120

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
27,060

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
261,116

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
217,610

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
217,504

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
227,224

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
225,064

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,166

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,764

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,580

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,400

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
55,439

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
18,864

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
13,761

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
11,129

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
38,168

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
241,469

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
21,880

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
72,300

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
82,550

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
47,890

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
35,990

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
3,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
12,920

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
106,800

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
185,931

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
66,081

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
26,720

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
18,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
162,544

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等の報償金の支出について（８月分）
605,590

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 健康教育事業講師にかかる報償金の支払について（９月分）
17,200

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
92,961

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
3,800

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
3,020

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
7,860

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
5,700

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
7,771

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
19,991

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
9,180

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
76,840

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
2,960

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
8,640

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
17,040

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
40,820

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
2,160

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
210,000
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淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月07日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金）の支出について
318,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
159,034

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
170,670

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる平成２６年１０月分の生活保護費の支出について（住宅扶助追加分）
4,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
200

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
65,100

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
6,580

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 高齢者福祉月間用消耗品購入費の支出について
2,376

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用等プリンタートナーの購入並びに同経費について
55,728

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 白衣等の洗濯手数料（平成２６年８月分）の支出について
4,541

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,430

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
79,962

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
622,987

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
135,961

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
323,976

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
9,883

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
738

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室８月分報償金の支出について
8,600

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用等プリンタートナーの購入並びに同経費について
24,058

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用等プリンタートナーの購入並びに同経費について
31,670

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（就学支度資金）の支出について
100,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座講師にかかる報償金の支払について（９月分）
8,600

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
99,497

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
47,444

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
56,111

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
53,360

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種（ＢＣＧ９月分）にかかる医師報償金の支出について
99,560

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,660

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,400

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
10,500

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
82,110

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
216,819

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
29,880

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
7,620

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
255,524

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
73,440

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
5,500

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用プリンタトナーの購入経費の支出について
56,808

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会用お茶（４人×９０回分）の購入経費の支出について
38,556

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
41,737

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
62,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
16,060

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
120,995

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
66,660

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
2,160

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
379,324
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淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
233,524

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
213,220

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
106,569

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
54,230

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
440,680

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
28,580

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
425,219

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業費の支出について
300,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
648

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,100

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て支援事務用カラーペーパーの購入経費の支出について
5,152

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
317,962

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
51,243

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
31,550

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
23,955

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
84,470

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
35,600

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
1,930

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
18,230

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
53,298

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
780

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
10,691

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
20,520

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
12,720

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
11,200

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 子育て支援事務用カラーペーパーの購入経費の支出について
2,678

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金）の支出について
318,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度淀川区訪問型病児保育（共済型）推進事業業務委託料の支出について（第３四半期：概算分）
1,179,158

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
39,510

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
209,474

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
39,844

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
6,111

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
144,624

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当事務用ゴム印購入経費の支出について
11,491

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当事務用品購入経費の支出について
9,072

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
4,100

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度淀川区訪問型病児保育（共済型）推進事業業務委託料の支出について（第１四半期：精算追給分）
210,174

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
178,358

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
237,789

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
234,630

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費の支給について
6,900

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費の支給について
25,300

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
5,800

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい児給付費の支給について
25,300

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい児給付費の支給について
6,900

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費の支給について
7,336

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい児給付費の支給について
1,765

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい児給付費の支給について
9,598
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淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費の支給について
1,100

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
7,969

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
295,880

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
273,240

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支給について
100,888

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
7,040

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
3,780

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座講師にかかる報償金の支出について（９月分）
18,460

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
7,760

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
23,127

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
198,970

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
4,830

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
57,348

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
146,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
21,878

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
34,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
7,620

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
4,500

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
223,422

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
228,080

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
231,320

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川区子育て支援情報誌「ゆめキッズ」編集印刷業務委託料の支出について（第２２号）
41,040

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川区子育て支援室周知用チラシの編集印刷業務委託料の支出について
31,320

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川区子育て支援情報誌「ゆめキッズ」編集印刷業務委託料の支出について（特別号）
37,800

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度１０月分重度障害者医療費助成の支給について
1,916,300

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
18,769

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
146,488

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
98,826

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
195,221

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
19,330

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
284,408

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
19,950

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
33,122

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度１０月分一部負担金相当額等一部助成の支給について
587,932

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人にかかる葬祭委託料の支出について
183,309

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる平成２６年１１月分の生活保護費の支出について
31,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
73,440

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
303,554

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる平成２６年１１月分の生活保護費の支出について
16,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
327,060

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
355,153

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる平成２６年１１月分の生活保護費の支出について
250,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
390,441

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
372,671

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
930

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
16,640

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
9,400

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
68,783
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淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる平成２６年１１月分の生活保護費の支出について
300,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法にかかる平成２６年１１月分の生活保護費の支出について
1,200,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度１０月分こども健やか医療（こども医療）助成の支給について
882,996

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度10月分ひとり親家庭医療費助成の支給について
130,465

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所における給食材料購入費（１０月分）にかかる支出について
3,124,720

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 地域介護予防活動支援事業用健康づくり展げる講座にかかるリングファイル他１１点の購入並びに同経費の支出について
16,740

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用並びに子育て支援担当事務用コピー代の支出について（９月分）
15,944

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用並びに子育て支援担当事務用コピー代の支出について（９月分）
15,944

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
3,178

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
103

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 生活支援担当市内出張交通費（７～９月分）の支払いについて
360

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（9月分）
1,558

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度10月分一部負担金相当額等一部助成の支給について
43,400

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（9月分）
1,148

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援担当市内出張交通費（７～９月分）の支払いについて
11,320

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援担当市内出張交通費（７～９月分）の支払いについて
11,018

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援担当市内出張交通費（７～９月分）の支払いについて
5,216

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当コピー代の支出について（９月分）
47,801

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（9月分）
57,512

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（9月分）
528,221

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
232,200

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
5,616

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
170,190

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
13,060

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
4,200

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支給について
56,356

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支給について
150,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
584

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
482

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
748

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
420

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成26年9月分　歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について
31,190

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
92

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
25,963

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
410

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
5,476

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
5,808

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
9,737

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
92

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
410

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
29,304

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
1,640

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
3,884

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
24,749

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金第３四半期分）の支出について
5,642,550

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金第３四半期分）の支出について
321,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
51,057

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（４・５・８月分）の支出について
1,644
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淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（４・５・８月分）の支出について
2,148

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（４・５・８月分）の支出について
2,200

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（４・５・８月分）の支出について
5,820

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
1,142,009

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
745,652

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
88,493

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
62,880

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
48,554

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費の支出について
5,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
220,494

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（４・５・８月分）の支出について
360

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師料９月分の支出について
18,560

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（４・５・８月分）の支出について
240

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（９月分）
37,278

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
86,263

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代の支出について（９月分）
4,012

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分受取人払分）
24,444

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
410

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分受取人払分）
291

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分受取人払分）
1,164

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
2,132

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
22,372

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
2,292

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
26,468

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
13,224

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
1,560

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
4,568

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
3,796

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
3,218

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
7,512

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
3,436

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
178,880

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
58,320

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
234,109

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
3,683

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
261,922

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分受取人払分）
291

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
6,460

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
80,622

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
9,234

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等の報償金の支出について（９月分）
641,640

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
1,570

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
1,246

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
205

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
6,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 白衣等の洗濯手数料（平成２６年９月分）の支出について
10,962

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉業務にかかるコピー代の支出について（9月分）
4,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉業務にかかるコピー代の支出について（9月分）
2,067
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淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉業務にかかるコピー代の支出について（9月分）
10,809

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
76,361

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
4,100

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業講師料９月分の支出について
9,460

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
1,098,850

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
679

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
24,400

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
11,990

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
90,420

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
33,728

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
83,880

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
18,437

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（9月分）
1,035,910

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（9月分）
1,093,050

淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（9月分）
596,800

淀川区役所 政策企画課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 淀川区福祉バス運行業務にかかる委託料の支出について（４～８月分）
3,750,000

淀川区役所 政策企画課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入について（広報用レターパック買入分）
8,280

淀川区役所 政策企画課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度淀川区役所広報誌配付業務委託（概算契約）（平成26年4月号～平成27年3月号）にかかる経費の支出について（平成26年9月号分）
119,485

淀川区役所 政策企画課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川区情報紙　YODO-REPO（よどがわレポート）011号・012号の印刷並びに同経費の支出について
95,840

淀川区役所 政策企画課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報板用画びょうの購入及び同経費の支出について
2,106

淀川区役所 政策企画課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報用スタンプの購入及び同経費の支出について
9,374

淀川区役所 政策企画課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度第2回淀川区区政会議会議録作成業務委託料の支出について（単価契約）
51,030

淀川区役所 政策企画課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度淀川区広報誌企画編集及びアドバイス業務委託契約（平成26年5月号～平成27年4月号）にかかる経費の支出について（平成26年10月号分）
293,760

淀川区役所 政策企画課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 淀川区広報板の撤去及び運搬業務の委託及び同経費の支出について
43,200

淀川区役所 政策企画課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 オープン区役所推進のためのワイヤレスインターネット通信料の支出について（９月分）
4,608

淀川区役所 政策企画課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民モニター事業用（受取人払）後納郵便料金（9月分）の支出について
7,178

淀川区役所 政策企画課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成２６年度淀川区役所広報誌新聞折込広告業務委託（概算契約）（平成26年5月号～平成27年4月号）にかかる経費の支出について（平成26年10月号分）
676,790

淀川区役所 政策企画課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 オープン区役所推進のためのワイヤレスインターネット通信料の支出について（９月分）
108

淀川区役所 政策企画課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 大阪市淀川区役所広報誌印刷業務（平成26年5月号～平成27年4月号）にかかる経費の支出について（平成26年10月号分）
726,321

淀川区役所 政策企画課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度淀川区役所広報誌点訳業務委託（概算契約）（平成26年5月号～平成27年4月号）にかかる経費の支出について（平成26年10月号分）
34,830

淀川区役所 政策企画課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整事業・広聴事業・広報事業用後納郵便料金（9月分）の支出について
77,613

東淀川区役所 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度 新聞未購読世帯への東淀川区広報紙配付業務委託（平成26年4月号～平成27年3月号）（概算契約）（その２）にかかる経費の支出について（９月号分）
125,679

東淀川区役所 総務課 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年８月分コピー機に係る消耗品費の支出について（総務課外２件）
51,271

東淀川区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入について（平成26年９月分）
4,310

東淀川区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入について（平成26年９月分）
35,380

東淀川区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区民モニター募集はがき印刷・発送代行業務委託経費の支出について
396,462

東淀川区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙啓発用ポケットウェットティシュの購入経費の支出について
102,000

東淀川区役所 総務課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年８月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（窓口サービス課（住民情報）外４件）
44,579

東淀川区役所 総務課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 非常勤嘱託職員の通勤災害にかかる療養補償費の支払いについて（平成26年４月～７月分）
1,372,130

東淀川区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年８月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（総務課（広報））
372

東淀川区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年９月分電話料金（出張所センター）の支出について
76,337

東淀川区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区役所受水槽清掃及び水質検査業務委託経費の支出について
113,400

東淀川区役所 総務課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 朝日新聞購読料の支出について（平成26年７月分～９月分）
12,111

東淀川区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大阪市東淀川区子育て支援検討会議における外部講師料の支出について
15,480

東淀川区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度「大阪市東淀川区役所職員力向上プロジェクト」事業にかかるＯＪＴ・組織風土改善研修業務委託経費の支出について
550,800

東淀川区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年８月分市内出張交通費の支出について（総務）
9,400

東淀川区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所窓口案内業務従事者派遣に係る経費の支出について（９月分）
279,990

東淀川区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」企画編集業務（平成26年５月号～平成27年４月号）にかかる支出について（１０月分）
223,560
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東淀川区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東淀川区の広報紙（平成26年5月号～平成27年4月号）概算印刷にかかる支出について（１０月号分）
625,482

東淀川区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 非常勤嘱託職員の通勤災害にかかる療養補償費の支払いについて（平成26年８月分）
68,244

東淀川区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年９月分市内出張交通費の支出について（総務課（総合企画））
7,474

東淀川区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 iOS搭載タブレット型コンピューター及びリモートアクセスサービス接続用アカウントのレンタルに係る経費の支出について（電話料金　９月分）
9,438

東淀川区役所 総務課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料の支出について（平成26年７月分～９月分）
12,111

東淀川区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成26年度　東淀川区広報紙新聞折込広告業務委託（平成26年5月号～平成27年4月号）（概算契約）にかかる経費の支出について（１０月号分）
581,152

東淀川区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年９月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（窓口サービス課（住民情報）外４件）
61,251

東淀川区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年９月分コピー機に係る消耗品費の支出について（総務課外２件）
73,810

東淀川区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区役所及び同出張所一般廃棄物収集・運搬及び処分委託経費の支出について（平成26年９月分）
19,055

東淀川区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区合同庁舎等清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（平成26年９月分）
453,600

東淀川区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度 新聞未購読世帯への東淀川区広報紙配付業務委託（平成26年4月号～平成27年3月号）（概算契約）（その２）にかかる経費の支出について（１０月号分）
125,452

東淀川区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式長期借入に係る経費の支出について（平成26年９月利用分）
388,379

東淀川区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 毎日新聞・日本経済新聞購読料の支出について（平成26年７月分～９月分）
25,638

東淀川区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分　後納郵便料金の支出について（総務課（総合企画））
25,230

東淀川区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話料金（本区・出張所ひかりＩＰ回線）の支出について（平成26年９月分）
39,518

東淀川区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス使用料の支出について（平成26年９月分）
6,998

東淀川区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民局証明書発行システム回線料金の支出について（９月分）
15,298

東淀川区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 iOS搭載タブレット型コンピューター及びリモートアクセスサービス接続用アカウントのレンタルに係る経費の支出について（ソリューションサービス料金９月分）
4,608

東淀川区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 iOS搭載タブレット型コンピューター及びリモートアクセスサービス接続用アカウントのレンタルに係る経費の支出について（ライセンス料９月分）
2,160

東淀川区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成26年９月分東淀川区選挙管理委員会事務用後納郵便料の支出について
3,028

東淀川区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 平成26年９月分東淀川区選挙管理委員会事務用後納郵便料の支出について
9,088

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成26年10月分国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の支出について
100,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成26年10月分国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の支出について
500,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金平成２６年１０月支払資金の支出について
150,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金平成２６年１０月支払資金の支出について
20,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）　ドラムカートリッジ外１点の購入経費の支出について
251,262

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２６年９月受付分）
73,835

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）　ゴム印・公印の購入経費の支出について
28,490

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成２６年８月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（窓口サービス課　保険年金）
36,662

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成26年月9分国民健康保険葬祭費の支出について
750,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成26年9月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
1,142,510

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２６年９月受付分）
206,041

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払について（平成２６年９月受付分）
153,321

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２６年９月受付分）
1,100

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年8月分市内出張交通費の支出について（窓口サービス課　住民情報）
1,940

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１０月分）
400

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課（管理）事務用郵便切手購入経費の支出について
172,600

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２６年９月受付分）
330,212

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所・東淀川区役所出張所住民情報業務等委託料（平成26年8月分）の支出について
5,116,057

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所・東淀川区役所出張所住民情報業務等委託料（平成26年8月分）の支出について
304,106

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（４月分）
750,161

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（４月分）
1,500,322

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（４月分）
375,081

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成26年10月分国民健康保険葬祭費の支出について
900,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成26年10月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
317,746

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２６年１０月受付分）
393,945

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる後納郵便料金（平成２６年９月分）の支出について
144,284

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(９月分)
3,265
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東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる後納郵便料金（平成２６年９月分）の支出について
4,622

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる料金受取人払（後納）の支出について（平成２６年９月分）
87,009

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(９月分)
225,109

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(９月分)
1,231,050

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成26年10月分　国民健康保険療養費の支出について
1,183,806

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(９月分)
219,310

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 防災力の向上事業に係る報償金（菅原地域防災訓練）の支出について
12,260

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力の向上事業にかかる消耗品費の購入経費支出について
23,100

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
13,780

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 東淀川区民会館　空調設備修繕費用の支出について
540,000

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
10,800

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,000

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立東淀川区民会館管理業務代行料(第１四半期分)の支出について
5,923,978

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災力の向上に係る消耗品費の購入経費の支出について
362,880

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 東淀川区地域活動協議会補助金変更承認（２回目）決定分の支出について（菅原地域まちづくり協議会）
1,384,218

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 東淀川区地域活動協議会補助金変更承認（１回分）決定分の支出について（淡路地域活動協議会）
1,351,134

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 東淀川区地域活動協議会補助金変更承認（１回目）決定分の支出について（啓発地域活動協議会）
1,280,161

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 東淀川区地域活動協議会補助金変更承認（２回目）決定分の支出について（西淡路地域活動協議会）
2,160,106

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 東淀川区地域活動協議会補助金変更承認（２回目）決定分の支出について（下新庄地域活動協議会）
1,513,023

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 東淀川区地域活動協議会補助金変更承認（１回目）決定分の支出について（小松地域活動協議会）
2,694,963

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 東淀川区地域活動協議会補助金変更承認（１回目）決定分の支出について（東井高野地域活動協議会）
1,960,363

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 東淀川区地域活動協議会補助金変更承認（１回目）決定分の支出について（いたかの地域活動協議会）
2,286,691

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 防災力の向上事業（9月12日防災学習会）に係る報償金の支出について
9,880

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 防災演劇ワークショップ事業の公募型プロポーザル企画提案会の選定委員報酬の支出について
50,215

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年４～６月分市内出張交通費の支出について(市民協働課)
1,710

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年８月分コピー機に係る消耗品費の支出について（市民協働課（庶務）外３件）
28,089

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課一般事務用　三色ペン外17点の購入に係る経費の支出について
29,145

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 東淀川区地域活動協議会補助金変更承認（２回目）決定分の支出について（大隅東地域活動協議会）
1,268,460

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ワークショップ「淡路駅周辺の自転車利用を考える」の実施に伴う講師に対する報償金の支出について
48,480

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区における新たな地域コミュニティ支援事業業務委託に係る経費の支出について(第３四半期分)
5,182,500

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「社会的課題解決に向けた区民提案型委託事業」にかかる委員報酬の支出について
50,095

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,890

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 放置自転車防止のための児童絵画路面シート貼付に伴う児童絵画選定委員会の選定委員報酬の支出について
16,005

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「24区役所連携＆天下一祭スタンプラリー」事業に係るスタンプラリー台紙作成経費の支出について
32,400

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　東淀川区における啓発指導員による放置自転車対策に係る業務委託経費（９月分）の支出について
340,200

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年８月分市内出張交通費の支出について(市民協働課)
13,180

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
13,540

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ９月分地域安全対策事業用携帯電話料金の支出について
9,514

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成26年８月分市内出張交通費の支出について(市民協働課)
350

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月27日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 負担金、補助及交付金　補助金 東淀川区校庭等の芝生化事業補助金の支出について（菅原小学校）
5,281,902

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 東淀川区地域活動協議会補助金変更承認（１回目）決定分の支出について（小松地域活動協議会）【口座振替不能による再支出】
2,694,963

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年９月分東淀川区企業の魅力発見事業に係る後納郵便料金の支出について
2,425

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年度９月分市民協働課各種業務に係る後納郵便料金の支出について
7,399

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年9月11日大雨洪水警報による東淀川区災害対策にかかる情報連絡体制に従事する際のタクシー代立替払いの支出について
3,340

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 関西電力株式会社の電柱使用にかかる防犯カメラ設置の電柱共架申請料の支出について
1,188

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 関西電力株式会社の電柱使用にかかる防犯カメラ設置の電柱共架申請料の支出について
594

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 関西電力株式会社の電柱使用にかかる防犯カメラ設置の電柱共架申請料の支出について
1,188

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年度９月分市民協働課各種業務に係る後納郵便料金の支出について
3,280
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東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年度９月分平成26年経済センサス－基礎調査及び商業統計調査に係る後納郵便料金の支出について
194

東淀川区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 負担金、補助及交付金　補助金 東淀川区校庭等の芝生化事業補助金の支出について（淡路中学校）
3,067,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 子育てリフレッシュ事業協力店舗ステッカー作成経費の支出について
60,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
79,962

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
95,892

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
41,217

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
12,676

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
213,086

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）にかかる経費の支出について
27,301

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(移送費)にかかる経費の支出について
3,040

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(検診料)にかかる経費の支出について
8,420

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）にかかる経費の支出について
65,720

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 大阪市立西淡路第２保育所外２保育所における特別保育消耗品事業資金１０月分の支出について
30,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 大阪市立豊里第１保育所外５保育所における消耗品事業資金１０月分の支出について
180,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター一般事務費にかかる市内出張旅費の支出について（７月分－２）
360

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健事業用白衣等洗濯請負代金の支出について（平成26年８月分）
3,596

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度絵本読み聞かせ事業に係る委託料の支出について（第３四半期分）
1,447,056

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
206,980

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
128,275

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
44,592

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
230,160

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について
10,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
196,579

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
124,717

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
247,686

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（平成２６年９月４日分）の支出について
31,190

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３歳児健診（８月分）にかかる報償金の支出について
199,930

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 １歳６か月児健診（８月分）にかかる報償金の支出について
161,940

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３か月児健診（８月分）にかかる報償金の支出について
74,670

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科健診（８月分）にかかる報償金の支出について
31,190

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
190,854

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
299,496

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
213,070

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度東淀川区セラピードッグ交流事業に係る委託料の支出について
108,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
18,040

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
205,529

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
168,459

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
45,797

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
577,614

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第１７号）
270,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第２１号）
269,924

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
160,396

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
132,366

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具及び住宅改修）にかかる経費の支出について
26,222

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具及び住宅改修）にかかる経費の支出について
26,404

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
76,120

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（技能修得費及び高等就学費）にかかる経費の支出について
40,090

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年８月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（生活支援））
15,857
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東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　会費 2014年度社会福祉士実習指導者講習会にかかる受講費の支出について
15,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成26年度全国生活保護査察指導員研修会への出張旅費の支出について
37,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
392,426

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
166,503

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
178,109

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
114,272

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
221,210

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
228,124

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業用医師報償金の支出について（平成２６年９月分）
99,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業報償金の支出について（８月分）
170,740

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年７月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
4,780

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業・母子保健事業及び保健師指導事務にかかる電卓外12点の購入経費の支出について
17,928

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年９月分－４）
5,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年９月分－４）
1,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
54,181

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
24,837

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
422,029

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
16,223

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
55,439

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成26年７月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
21,910

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
86,551

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
97,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
184,430

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(妊婦検診料)にかかる経費の支出について
7,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
267,866

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(検診料)にかかる経費の支出について
8,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(食事療養費)にかかる経費の支出について
14,880

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者診療報酬）の支出について
44,640

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検診料）の支出について
72,700

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(移送費)にかかる経費の支出について
65,740

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
230,464

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
14,051

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年９月分－４）
4,617

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業・母子保健事業及び保健師指導事務にかかる電卓外12点の購入経費の支出について
9,443

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業・母子保健事業及び保健師指導事務にかかる電卓外12点の購入経費の支出について
7,349

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用消耗品にかかる経費の支出について
23,846

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
274,942

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分－５）
5,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
131,784

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
5,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）にかかる経費の支出について
9,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（技能修得費）にかかる経費の支出について
2,280

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
226,990

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
211,990

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成の支出について（26年6月申請分）
460

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度東淀川区スポーツ推進委員報酬の支払いについて（上半期分）口座不能分
4,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月15日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（就学支度資金等）の支出について
300,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月15日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期の支出について
243,000
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東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年９月分）
1,680

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
233,704

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度東淀川区「望まない妊娠」を防止するための健康教育事業に係る委託料の支出について（第１回中間払い）
482,025

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
201,844

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
193,950

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
19,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
721,179

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
51,730

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第１２号）
272,160

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
101,584

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）にかかる経費の支出について
2,060

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費にかかる経費の支出について
20,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）にかかる経費の支出について
8,467

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）にかかる経費の支出について
32,960

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
521,799

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
4,936

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
47,470

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(家財保管料)にかかる経費の支出について
13,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
381,351

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
228,360

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期の支出について
162,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期の支出について
135,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期の支出について
288,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期の支出について
162,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期の支出について
238,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期の支出について
243,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期の支出について
238,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期の支出について
159,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期の支出について
243,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期の支出について
34,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期の支出について
135,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修業資金等）第３四半期の支出について
90,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期の支出について
222,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期の支出について
192,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期の支出について
159,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉資金（修学資金等）第３四半期の支出について
162,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉資金（修学資金等）第３四半期の支出について
243,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 社会福祉士実習指導者講習会参加テキスト購入にかかる経費の支出について
2,592

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　被服費 平成26年度東淀川区セラピードッグ交流事業実施に係る被服購入経費の支出について
38,264

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（東井高野青少年指導委員協議会他８件）
49,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
12,733

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
161,601

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
226,210

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
164,969

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
34,020

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第１８号）
202,943

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による平成２６年１０月分扶助費の支出について（出張所）
370,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
19,148
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東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
29,960

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による平成２６年１０月分扶助費の支出について（出張所）
20,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(長期入院診療報酬)にかかる経費の支出について
89,280

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(人工中絶費)にかかる経費の支出について
108,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
27,425

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大阪市立豊里第１保育所外５保育所における給食費１０月分の支出について
4,262,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
1,896

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
88,962

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
135,934

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費(施設入所サービス等に係る利用料)にかかる経費の支出について
66,743

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(移送費)にかかる経費の支出について
3,729

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(検診料)にかかる経費の支出について
5,180

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(移送費)にかかる経費の支出について
38,616

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
641

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「要援護者見守り活動事業に係るボランティアポイント管理等業務」委託契約に係る平成26年10月～12月分経費の支出について
869,570

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
8,908

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
103,949

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
247,162

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
55,439

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
495,254

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
743,964

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第２２号）
45,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
232,593

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(家財処分費)にかかる経費の支出について
42,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による平成26年11月分扶助費の支出について
63,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による平成26年11月分扶助費の支出について
26,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による平成26年11月分扶助費の支出について
750,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による平成26年11月分扶助費の支出について
500,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による平成26年11月分扶助費の支出について
1,500,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
79,962

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
107,660

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい者虐待ケース移送にかかる有料道路通行料金の支出について
5,110

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
301,268

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
55,439

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期の支出について
162,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期の支出について
243,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分－２）
6,724

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分－２）
5,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分－２）
11,880

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センターにかかる携帯電話の通話料の支出について（平成26年９月分）
20,696

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による平成２６年１１月分扶助費の支出について（出張所）
5,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(妊婦検診料)にかかる経費の支出について
3,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による平成２６年１１月分扶助費の支出について（出張所）
2,800,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（８月分）
30,520

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（９月分）
162,875

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（９月分）
360,211

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（９月分）
99,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による平成２６年１１月分扶助費の支出について（出張所）
50,000
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東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による平成２６年１１月分扶助費の支出について（出張所）
200,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による平成２６年１１月分扶助費の支出について（出張所）
450,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について（平成２６年７月申請分）
1,224,892

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
46,007

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
55,439

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費の支出について（平成２６年７月申請分）
347,676

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
63,300

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
234,259

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（９月分）
30,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
201,288

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について（26年7月申請分）
449,038

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成の支出について（26年７月申請分）
51,113

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（生活資金等）の支出について
206,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
1,371

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年９月分）
180

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年９月分）
4,426

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年９月分）
385,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 女性の平均寿命延伸作戦用後納郵便料の支出について（平成26年９月分）
95,264

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区児童虐待ハイリスク家庭の全件調査・就学前子育て支援事業に係る委託料の支出について（第２回中間払い）
864,842

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度東淀川区セラピードッグ交流事業に係る委託料の支出について（第２回中間払い）
54,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　東淀川区役所保健福祉課総合相談窓口委託事業に係る委託料の支出について（9月分）
872,900

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成26年９月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
6,297

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
3,767

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年９月分）
7,775

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
82

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
80,330

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
10,300

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
12,180

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
2,252

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
3,676

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
2,442

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
1,444

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分　郵便料金の支出について（生活支援）
966,127

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費にかかる経費の支出について
5,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
323,700

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(教材代等)にかかる経費の支出について
77,465

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
349,013

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
371,823

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
388,503

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
346,825

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
129,222

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(郊外活動費)にかかる経費の支出について
233,433

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(教材代)にかかる経費の支出について
204,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
372,900

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
377,322

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具及び住宅改修）にかかる経費の支出について
82,232

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
40,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具及び住宅改修）にかかる経費の支出について
45,911
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東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）にかかる経費の支出について
52,880

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
270,492

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
312,854

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
70,750

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
213,220

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
213,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
70,128

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年９月分）
594

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年９月分）
1,545

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 地域健康講座（壮年）用リーフレットの印刷に係る経費の支出について
64,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 地域健康講座（壮年）用啓発ビラにかかる印刷経費の支出について
34,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年９月分）
438

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年９月分）
1,038

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年９月分）
2,378

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年９月分）
29,356

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年９月分）
328

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年９月分）
574

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年９月分）
7,954

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員活動経費の支出について(７～９月)
18,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
151,650

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
17,016

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
3,533

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
5,874

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年９月分）
830

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成26年９月分）
1,147,250

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成26年９月分）
1,160,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成26年９月分）
572,300

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成26年９月分）
1,067,650

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成26年９月分）
1,181,750

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成26年９月分）
533,900

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
29,737

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
559

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
10,795

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３歳児健診（９月分）にかかる報償金の支出について
224,820

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３か月児健診（９月分）にかかる報償金の支出について
99,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 １歳６か月児健診（９月分）にかかる報償金の支出について
161,940

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室（９月分）にかかる報償金の支出について
7,440

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年９月分）
29,184

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（生活資金等）の支出について
423,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（技能習得資金等）の支出について
150,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 平成26年９月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
6,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
13,123

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成26年8月及び9月分市内出張交通費（保健福祉課（介護保険））
5,540

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成26年９月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（介護保険）
10,758

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成26年９月分
126,235

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成26年９月分
43,360

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
921

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 住宅改修理由書作成費１０月分の支出について
34,000
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東成区役所 総務課 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
52

東成区役所 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東成区役所ケーブルテレビ使用料の支出について（８月分）
3,780

東成区役所 総務課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所及び保健福祉センター（分館）ガス使用料の支出について（９月分）
2,093

東成区役所 総務課 平成26年10月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 区役所及び保健福祉センター（分館）ガス使用料の支出について（９月分）
985

東成区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区保健福祉センター（分館）警備業務委託長期継続経費の支出について（８月分）
26,071

東成区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 東成区保健福祉センター（分館）警備業務委託長期継続経費の支出について（８月分）
12,269

東成区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（９月分）
3,673

東成区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（９月分）
6,139

東成区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（９月分）
1,729

東成区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（９月分）
2,889

東成区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課用市内出張交通費の支出について（８月、９月分）
13,432

東成区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口案内従事者業務委託にかかる委託料の支出について（９月分）
297,702

東成区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所電気料金の支出について（８月分）
1,207,711

東成区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉センター（分館）電気使用料の支出について（９月分）
116,136

東成区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎から排出する産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（９月分）
2,073

東成区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（９月分）
2,322

東成区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区保健福祉センター（分館）警備業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
26,071

東成区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器（省スペース型デスクトップ）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
14,688

東成区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器（東成区）一式長期借入（庁内端末５台）にかかる経費の支出について（９月分）
6,554

東成区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器（東成区役所）一式長期借入（庁内端末４８台他）にかかる経費の支出について（９月分）
156,574

東成区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 保健福祉センター（分館）電気使用料の支出について（９月分）
54,652

東成区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 東成区保健福祉センター（分館）警備業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
12,269

東成区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用コピー料金の支出について（９月分）
27,827

東成区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎外１箇所清掃業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
234,835

東成区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 東成区役所庁舎外１箇所清掃業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
20,045

東成区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用後納郵便料の支出について（９月分）
628

東成区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報関連証明発行システム回線使用料の支出について（１０月分）
7,649

東成区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所電話料金の支出について（９月分）
21,084

東成区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政総括担当用後納郵便料金の支出について（平成26年9月分）
12,744

東成区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎から排出する産業廃棄物処分業務委託経費の支出について（９月分）
3,483

東成区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎受水槽外３槽清掃に伴う産業廃棄物処分業務委託経費の支出について（第１回目分）
6,998

東成区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 統計用（経済センサス基礎調査）後納郵便料の支出について（９月分）
194

東成区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
1,694

東成区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
6,172

東成区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成２６年１０月分）
100,000

東成区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（平成２６年１０月分）
840,000

東成区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（１０月分）資金前渡
100,000

東成区役所 窓口サービス課 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
18,000

東成区役所 窓口サービス課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託長期継続契約経費の支出について（８月分）
2,293,920

東成区役所 窓口サービス課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス（住民情報）事務用出張交通費（８月分）の支出について
180

東成区役所 窓口サービス課 平成26年10月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費の支出について（平成２４年１月分）
28,269

東成区役所 窓口サービス課 平成26年10月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（１０月分）一般
418,831

東成区役所 窓口サービス課 平成26年10月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（１０月分）退職
12,732

東成区役所 窓口サービス課 平成26年10月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２５年１月分～平成２６年８月分）
743,379

東成区役所 窓口サービス課 平成26年10月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２６年４月分～平成２６年７月分）
26,848

東成区役所 窓口サービス課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー機の利用料金の支出について（９月分）
14,610

東成区役所 窓口サービス課 平成26年10月29日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（１０月分）一般
70,100

東成区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）総務市内出張交通費（９月分）の支出について
360
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東成区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）総務市内出張交通費（９月分）の支出について
2,200

東成区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録事務用後納郵便料の支出について（平成２６年９月分）
75,952

東成区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金：保険）用コピー料金の支出について（９月分）
583

東成区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険09月分）
11,822

東成区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 住民登録事務用後納郵便料の支出について（平成２６年９月分）
55,193

東成区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課市内出張交通費の支出について（平成26年９月分）
1,350

東成区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金：管理）用コピー料金の支出について（９月分）
477

東成区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金：保険）用コピー料金の支出について（９月分）
6,434

東成区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理09月分）
105,035

東成区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険09月分）
83,639

東成区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課市内出張交通費の支出について（平成26年９月分）
4,440

東成区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理09月分）
253,728

東成区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険09月分）
45,122

東成区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理09月分　受取人払　返信用封筒）
485

東成区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金：保険）用コピー料金の支出について（９月分）
866

東成区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険09月分）
86,266

東成区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険09月分　受取人払　後期返信用封筒）
1,271

東成区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険09月分）
36,577

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
28,296

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について（２件分）
41,200

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について（２件分）
151,200

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,240

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,160

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について(５件分)
16,560

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,320

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
33,500

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
239,960

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（特別保育用・平成26年10月分）
10,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（平成26年10月分）
60,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
10,300

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
90,191

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
370,321

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
89,560

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について
10,250

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
14,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について（２５名分）
142,506

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(９月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
42,120

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
97,200

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
24,432

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(９月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について（２件分）
23,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(９月分）の支出について（３件分）
34,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
19,440

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について
16,850
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東成区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について
18,549

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検診料の支出について
3,620

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
11,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について
37,309

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
37,308

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
21,800

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
196,280

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
2,200

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について
12,032

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について
1,710

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について（２件分）
26,106

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について（３件分）
53,500

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
227,110

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
233,020

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について
16,100

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
75,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による妊娠検査料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜７月分＞の支出について
31,242

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(装具代)の支出について
23,422

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による長期入院患者診療報酬の支出について
48,720

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
31,282

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(装具代)の支出について
4,700

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（３件分）
12,960

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
29,590

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座、宝栄元気アップ講座における講師謝礼金の支出について(平成26年9月12日実施分)
9,080

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度『「おまもりネット事業」を活用した高齢者・障がい者等支援セーフティネット構築事業』にかかる業務委託料（第3四半期分）の支出について
5,440,228

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
25,571

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
65,900

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
98,800

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用事務用品購入経費の支出について
24,408

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について（２名分）
12,889

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費の支出について
48,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
28,767

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（９月分）の支出について（２名分）
14,280

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による長期入院患者診療報酬の支出について（２件分）
89,280

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
225,324

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当（平成２４年６月分から平成２６年１月分）の支出について
200,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成26年度地域保健・地域福祉推進支援事業にかかる「ふれあい広場」周知用ポスター作成経費の支出について
32,400
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東成区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
33,892

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
139,763

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
193,350

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について
10,044

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について（４７名分）
355,499

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜４・５月分＞の支出について
5,720

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
24,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
216,220

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について
4,200

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について
8,052

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について（２７名分）
140,532

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による妊娠検査料の支出について（２件分）
7,540

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１０月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜７月分＞の支出について
131,722

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(装具代)の支出について
15,720

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
36,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について（２件分）
162,963

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による長期入院患者診療報酬の支出について
44,640

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年9月分）
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年9月分）
1,458

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年9月分）
3,690

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年9月分）
3,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,429

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,100

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について（１名分）
5,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
32,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について（２件分）
19,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入の支出について
8,813

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具）の支出について
5,700

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
32,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,320

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年9月分）
10,145

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉事業従事者への報償金の支出について（９月分）
9,080

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年9月分）
7,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について（２件分）
4,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
54,500

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
25,950

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について（２件分）
32,500

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１０月分）の支出について
11,525

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
14,214

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,160

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,160



平成26年度（平成26年10月）　公金支出情報

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

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
213,220

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
8,488

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
91,710

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用（高齢者福祉月間等）事務用品の購入にかかる経費の支出について
56,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用（高齢者福祉月間等）事務用品の購入にかかる経費の支出について
1,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 庁内情報端末プリンター用リサイクルトナー購入経費の支出について
20,520

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について（２件分）
51,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１０月分）の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について（３件分）
370,260

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費の支出について
92,340

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
31,282

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,320

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,240

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用（高齢者福祉月間等）事務用品の購入にかかる経費の支出について
683

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所給間食材料代の支出について（平成26年10月分）
1,294,040

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について
9,300

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について
9,300

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による非指定医療機関診療費の支出について
615,420

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
24,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
18,128

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
213,220

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
44,592

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
10,330

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１０月分）の支出について
16,740

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について（２４名分）
172,465

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について
2,051

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について
12,348

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用定例・新規追給払分扶助費の支出について（１１月分）
27,038,908

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用定例・新規追給払分扶助費の支出について（１１月分）
15,491,712

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用定例・新規追給払分扶助費の支出について（１１月分）
385,490

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用定例・新規追給払分扶助費の支出について（１１月分）
300,900

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
7,020

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子寡婦福祉貸付金の支出について（第3四半期）
162,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子寡婦福祉貸付金の支出について（第3四半期）
120,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子寡婦福祉貸付金の支出について（第3四半期）
162,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立診断書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について
4,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１０月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（３件分）
9,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,800

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について
18,444

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（１０月分）の支出について（２６名分）
99,473

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000
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東成区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談報償金の支出について（10月8日分）
31,190

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
71,560

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
247,113

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１０月分）の支出について
9,200

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１０月分）の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について（３件分）
19,550

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家具処分料の支出について
194,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜９月分＞の支出について
105,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜９月分＞の支出について
35,154

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入の支出について
1,728

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入の支出について
1,512

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
15,091

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子寡婦福祉貸付金の支出について（第3四半期）
162,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当業務用コピー料金の支出について（９月分）
25,166

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（10月分）の支出について
7,800

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
58,240

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
129,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜９月分＞の支出について
40,078

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜９月分＞の支出について
32,764

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜９月分＞の支出について
119,784

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜９月分＞の支出について
45,004

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜９月分＞の支出について
148,995

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
22,846

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について（２件分）
41,290

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年８～９月分）
2,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年８～９月分）
720

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年８～９月分）
4,640

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年８～９月分）
720

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年８～９月分）
2,380

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
880

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
574

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
97

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
82

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年８～９月分）
2,040

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年８～９月分）
480

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
52,401

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費償還給付にかかる支出について
22,153

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい児通所給付費償還給付にかかる支出について
15,500

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年８～９月分）
840

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
903

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
4,531

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
281

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
164

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
21,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について（２件分）
41,200

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
103,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について
14,040

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜９月分＞の支出について
164,323
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東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜８・９月分＞の支出について
41,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜９月分＞の支出について
111,002

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜９月分＞の支出について
11,692

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具）の支出について
39,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
386

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
246

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
4,100

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
164

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
4,090

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
738

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年８～９月分）
480

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
2,872

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年８～９月分）
600

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
4,100

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
10,308

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
29,444

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
492

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
4,018

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
4,174

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
14,080

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,968

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年８～９月分）
800

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
62,670

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
13,187

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,558

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
85

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
2,296

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（９月分）
24,953

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（９月分）
10,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（９月分）
10,494

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（９月分）
17,434

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（平成２６年９月分）
702,134

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
56,538

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当等一負助成事業用医療費の支出について（平成２６年９月分）
121,331

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員市内出張交通費の支出について（９月分）
6,550

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員管外出張交通費の支出について（９月分）
1,360

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（９月分）
332,980

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（９月分）
49,460

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について（２件分）
41,200

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
75,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について（２５名分）
177,985

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１０月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜９月分＞の支出について
24,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜７．９月分＞の支出について
129,596

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,240

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,320

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
7,500
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東成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
1,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
25,728

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種（ＢＣＧ）従事医師への報償金の支出について（９月分）
49,780

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（平成２６年９月分）
345,161

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（平成２６年９月分）
4,444

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室従事助産師への報償金の支出について（９月分）
11,160

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等従事者への報償金の支出について（９月分）
343,280

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東成区広報紙「ひがしなりだより」（平成２６年５月号～平成２７年４月号）概算印刷にかかる経費の支出について（９月号分）
193,514

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市東成区自律的な地域を支援するための活動補助金の支出について（東中本まちづくり活動協議会）
200,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 東成区広報紙「ひがしなりだより」新聞折込広告業務委託（平成26年５月号～平成27年４月号）（概算契約）にかかる経費の支出について（９月号分）
195,955

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度　中道小学校生涯学習ルーム「ウクレレワークショップ」 講師謝礼の支出について
30,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度東成区広報紙「ひがしなりだより」点字版製作・配送業務 平成26年6月号～平成27年4月号（概算契約）にかかる経費の支出について（９月号分）
42,681

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への東成区広報紙「ひがしなりだより」の配付業務委託　平成26年４月号～平成27年3月号（概算契約）にかかる経費支出について（９月号分）
57,539

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市東成区自律的な地域運営を支援するための活動補助金の支出について
200,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報事業用事務用品（フラットファイル ほか８点）の購入経費の支出について
14,725

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年9月24日・25日の大雨・洪水警報発令時の動員に伴うタクシー代の支出について
2,660

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
510

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
2,080

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 広報事業事務用品「自動紙折り機」の購入経費の支出について
149,688

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年10月15日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年10月15日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策業務用携帯電話料金の支出について（平成26年9月分）
5,936

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平和を考えるつどい開催事業用損害保険にかかる経費の支出について
2,820

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度東成区民センター管理運営委託経費の支出について（第３四半期分）
12,991,750

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市東成区における新たな地域コミュ二ティ支援事業業務委託経費の支出について（第三回目分）
3,933,230

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度東成区広報紙「ひがしなりだより」編集業務委託　平成26年５月号～平成27年４月号にかかる経費の支出について（１０月号分）
99,900

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度　大成小学校生涯学習ルーム「手話教室」 講師謝礼の支出について（第４回分）
5,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 子ども防犯ハンドブック印刷にかかる経費の支出について
79,326

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 東成区地域防災リーダーにかかるボランティア活動保険加入経費（追加４名分）の支出について
2,400

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策事業用物品（交通安全啓発ティッシュ）買入にかかる経費の支出について
35,640

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東成区広報紙「ひがしなりだより」（平成２６年５月号～平成２７年４月号）概算印刷にかかる経費の支出について（１０月号分）
346,269

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 東成区広報紙「ひがしなりだより」新聞折込広告業務委託（平成26年５月号～平成27年４月号）（概算契約）にかかる経費の支出について（１０月分）
316,364

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度東成区広報紙「ひがしなりだより」点字版製作・配送業務 平成26年6月号～平成27年4月号（概算契約）にかかる経費の支出について（１０月号分）
64,357

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まちづくり推進課出張交通経費（９月分）の支出について
5,100

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まちづくり推進課出張交通経費（９月分）の支出について
5,410

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まちづくり推進課出張交通経費（９月・追加分）の支出について
1,320

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事務用コピー料金（９月分）の支出について
46,514

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便発送経費（９月分）の支出について
82

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便発送経費（９月分）の支出について
4,485

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便発送経費（９月分）の支出について
3,362

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便発送経費（９月分）の支出について
410

生野区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用新聞未購読世帯への生野区広報紙配付業務委託経費の支出について（平成26年９月号分）
79,044

生野区役所 総務課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用ワイヤレスマイク外１点の購入経費の支出について
120,744

生野区役所 総務課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 区役所一般事務用ワイヤレスマイク外１点の購入経費の支出について
108,000

生野区役所 総務課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金の繰入について（総務課9月分）
5,184

生野区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平成26年度災害対策職員用住宅に係る電話回線使用料（基本料）の支出について（９月分）
2,768
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生野区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金の繰入について（9月総務課分②）
7,300

生野区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 災害時の動員による参集にかかるタクシー代の支出について（9月25日分）
20,740

生野区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金の繰入について（9月総務課分②）
2,392

生野区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課市内出張旅費の支出について（８月分）
25,130

生野区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度生野区役所自動扉開閉装置保守業務委託経費の支出について（４月～９月分）
129,600

生野区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業にかかる生野区広報紙企画編集業務委託経費の支出について（平成26年10月号分）
72,900

生野区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式のリース費用の支出について（９月分）
70,113

生野区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用デスクトップパソコンのリース費用の支出について（９月分）
3,780

生野区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 生野区役所ケーブルテレビ利用料の支出について（９月分）
5,162

生野区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度調達庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（９月分）
270,360

生野区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度生野区役所トイレ便器洗浄機等賃借業務経費の支出について（７月～９月分）
23,490

生野区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２６年経済センサス‐基礎調査及び平成２６年商業統計調査にかかる調査員報酬（口座不能分）の支出について（２名分）
106,080

生野区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２６年経済センサス‐基礎調査及び平成２６年商業統計調査にかかる指導員報酬の支出について（８名分）
443,920

生野区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成２６年度経済センサス－基礎調査及び平成２６年度商業統計調査にかかる市内出張旅費の支出について（８月分）
390

生野区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用生野区広報紙点字版製作業務委託経費の支出について（平成26年10月号分）
56,376

生野区役所 総務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度生野区役所庁舎から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務経費の支出について（９月分）
4,680

生野区役所 総務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所庁舎清掃業務委託経費の支出について（９月分）
523,800

生野区役所 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用プリンタートナーカートリッジ外７点の購入経費の支出について
12,960

生野区役所 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用プリンタートナーカートリッジ外７点の購入経費の支出について
77,933

生野区役所 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用プリンタートナーカートリッジ外７点の購入経費の支出について
58,752

生野区役所 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用プリンタートナーカートリッジ外７点の購入経費の支出について
24,883

生野区役所 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用プリンタートナーカートリッジ外７点の購入経費の支出について
44,928

生野区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金の繰入について（10月総務課分①）
1,805

生野区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 総務課用小口支払基金の繰入について（10月総務課分①）
12,282

生野区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報事業用生野区広報紙印刷経費の支出について（平成26年10月号分）
456,753

生野区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度生野区役所庁舎から排出する産業廃棄物処分業務委託経費の支出について（８月分）
5,474

生野区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 総務課用小口支払基金の繰入について（10月総務課分①）
1,800

生野区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 広報事業用生野区広報紙新聞折込広告業務委託経費の支出について（平成26年10月号分）
502,448

生野区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 生野区役所照明器具等修繕業務の実施経費の支出について
168,588

生野区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー料金の支出について（９月分）
76,211

生野区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 災害時の動員による参集にかかるタクシー代の支出について（10月14日分）
26,680

生野区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生野区役所ひかり電話等使用料の支出について（９月分）
21,020

生野区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（9月分）
16,406

生野区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（9月分）
2,247

生野区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（9月分）
1,739

生野区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生野区役所（市民局証明書発行システム）にかかる通信料金の支出について（平成26年6月30日～7月分、9月分）
7,649

生野区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度生野区区政会議（第１回魅力あるまちづくり部会）の速記による会議録作成業務経費の支出について
51,840

生野区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度生野区区政会議（第１回安全・安心なまちづくり部会）の速記による会議録作成業務経費の支出について
38,880

生野区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所お客様エスコートサービス事業（長期継続）業務契約にかかる委託料の支出について（平成26年９月分）
1,894,199

生野区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 総務課（全国消費実態調査）事務用コピー料金の支出について（９月分）
302

生野区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課(統計担当）事務用料金受取人払後納郵便料の支出について（９月分）
291

生野区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課（選挙担当）事務用料金後納郵便料の支出について（９月分）
1,750

生野区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課（選挙担当）事務用料金後納郵便料の支出について（９月分）
5,740

生野区役所 市民協働課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「生野区役所スマートフォンアプリを活用した地域魅力発信事業」第2回選定会議にかかる選定委員報償金の支出について
51,975

生野区役所 市民協働課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課９月分）
9,030

生野区役所 市民協働課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課９月分）
5,184

生野区役所 市民協働課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課９月分）
11,664

生野区役所 市民協働課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課９月分）
15,552
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生野区役所 市民協働課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課９月分）
2,500

生野区役所 市民協働課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課９月分）
82

生野区役所 市民協働課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課９月分）
5,928

生野区役所 市民協働課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課９月分）
1,800

生野区役所 市民協働課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区防災対策事務事業用職員用防災服一式の購入経費の支出について
208,224

生野区役所 市民協働課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成26年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について
299,700

生野区役所 市民協働課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課市内出張交通費の支出について（８月分）
19,030

生野区役所 市民協働課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域自主防災活動支援事業北鶴橋まちづくり協議会防災マップの作成経費の支出について
102,060

生野区役所 市民協働課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課９月分（２））
82

生野区役所 市民協働課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区防災対策事務用衛星携帯電話料金の支出について（８月分）
24,000

生野区役所 市民協働課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通事故をなくす運動事業用交通安全啓発物品の購入経費の支出について
74,952

生野区役所 市民協働課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成26年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について
99,900

生野区役所 市民協働課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権啓発推進事業「人権啓発推進員Aブロック研修会」にかかる講師謝礼の支出について
10,400

生野区役所 市民協働課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼金の支出について（８月分）
46,000

生野区役所 市民協働課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立生野区民センター管理運営経費の支出について（第３四半期分）
8,858,094

生野区役所 市民協働課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会講師謝礼の支出について（巽中学校）
25,120

生野区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課１０月分）
648

生野区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民による区内の緑化推進事業用　物品（トレイ）の購入経費の支出について
38,880

生野区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課１０月分）
1,015

生野区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民による区内の緑化推進事業用　物品（セル培土）の購入経費の支出について
13,986

生野区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課１０月分）
1,722

生野区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課１０月分）
12,000

生野区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度生野区コミュニティ育成事業経費の支出について（第３四半期）
1,676,700

生野区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課１０月分）
2,000

生野区役所 市民協働課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全コミュニティづくり事業地域安全防犯パトロール用携帯電話料金の支出について（９月分）
8,442

生野区役所 市民協働課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用コピー料金の支出について（９月分）
50,424

生野区役所 市民協働課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用コピー料金の支出について（９月分）
18,193

生野区役所 市民協働課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度市民協働型自転車利用適正化事業（JR桃谷駅・近鉄鶴橋駅周辺）の経費の支出について（９月分）
68,250

生野区役所 市民協働課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度市民協働型自転車利用適正化事業（地下鉄南巽駅周辺）経費の支出について（９月分）
35,520

生野区役所 市民協働課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度ＪＲ桃谷駅周辺地域自転車利用適正化協働パートナー事業の経費の支出について（第1回 7月～9月分）
904,773

生野区役所 市民協働課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯スポーツ推進事業「第9回スリーアイズ市民大会」用ラインテープ外1点の購入経費の支出について
22,572

生野区役所 市民協働課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 区民レクリエーション事業にかかるボランティア・市民活動行事保険料の支出について
53,600

生野区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生野区ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会の実施について（新巽中学校）
25,120

生野区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支払いについて（９月分）
222

生野区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支払いについて（９月分）
1,558

生野区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支払いについて（９月分）
500

生野区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支払いについて（９月分）
3,022

生野区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支払いについて（９月分）
2,846

生野区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支払いについて（９月分）
2,132

生野区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支払いについて（９月分）
1,722

生野区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支払いについて（９月分）
4,592

生野区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支払いについて（９月分）
828

生野区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支払いについて（９月分）
22,462

生野区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支払いについて（９月分）
1,702

生野区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 地域安全コミュニティづくり事業ホームページ（いくパト.ＣＯＭ）にかかる回線使用料及び手数料の支出について（９月分）
108

生野区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 地域安全コミュニティづくり事業ホームページ（いくパト.ＣＯＭ）にかかる回線使用料及び手数料の支出について（９月分）
3,506

生野区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険事業にかかる葬祭費負担金（10月分資金前渡金）の支出について
200,000

生野区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険事業にかかる出産育児一時金（10月分資金前渡金）の支出について
1,500,000
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生野区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金　平成２６年１０月分支払資金（一般）の支出について　　　　　　平成２６年１０月１日支払分
200,000

生野区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国保保険料還付金　平成２６年１０月分支払資金（退職者医療）の支出について　　　　平成２６年１０月１日支払分
5,000

生野区役所 窓口サービス課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市生野区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）経費の支出について（８月分）
3,248,598

生野区役所 窓口サービス課 平成26年10月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成２６年度国民健康保険料収納率向上にむけた口座勧奨用ティッシュペーパーの購入経費の支出について
302,400

生野区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（滞繰・一般）の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　平成２６年１０月１７日支払分
804,515

生野区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課小口支払基金の繰入について（１０月分住民情報担当分）
10,400

生野区役所 窓口サービス課 平成26年10月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　印刷製本費 平成２６年度国民健康保険料収納率向上にむけた口座勧奨用ポスター作成経費の支出について
16,200

生野区役所 窓口サービス課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業にかかる療養費の支出について（一般・１０月分）
1,157,809

生野区役所 窓口サービス課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険事業にかかる葬祭費の支出について（受付番号　100～116 118 18件）
900,000

生野区役所 窓口サービス課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支出について（受付番号　36～44 9件）
1,577,837

生野区役所 窓口サービス課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業にかかる療養費の支出について（退職・１０月分）
81,794

生野区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）出張旅費（平成２６年８・９月分）の支出について
1,300

生野区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー料金の支出について（９月分）
31,870

生野区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・外国籍住民登録）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
118,348

生野区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
2,171

生野区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（就学担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
28,382

生野区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）出張旅費（平成２６年８・９月分）の支出について
3,170

生野区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
273,271

生野区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）出張旅費（平成２６年８・９月分）の支出について
2,870

生野区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー料金の支出について（９月分）
27,861

生野区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
791,963

生野区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
81,032

生野区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
23,271

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
13,356

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
28,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
2,376

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
49,796

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成26年10月分特別保育　公立保育所消耗品費事業資金の支出について
20,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成26年10月分通常保育　公立保育所消耗品費事業資金の支出について
90,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
162,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
54,730

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
14,880

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
383,253

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
214,416

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
6,126

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
64,800

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
27,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
49,920

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
42,890

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかるその他医療扶助（食事療養費）の支出について
14,880

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
100,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
26,656

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
368,598

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費９月分の支出について（10月6日振込分）
15,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
79,380
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生野区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
224,920

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
44,710

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
23,280

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
30,160

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,500

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
16,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
42,720

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
57,700

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
204,820

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
48,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,760

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
392,057

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる診療報酬（長期入院患者特別料金分）の支出について
31,680

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「発達に課題のあるこどもへの支援の充実」事業にかかる強化ダンボールの購入経費の支出について
8,553

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
41,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
41,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
171,299

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
22,680

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
9,087

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
28,850

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
23,760

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
63,720

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
43,569

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
38,560

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
15,920

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる診察・検査料の支出について
5,180

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
229,890

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
213,220

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
1,728

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
39,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
9,758

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
95,040

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
19,780

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
220,150

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 保健福祉課（生活支援担当）小口支払基金繰入金の支出について（平成26年9月分）
1,250

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
105,743

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
31,859

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
21,169

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
27,729

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
18,759

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
15,091

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
29,805

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
33,435
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生野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,895

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
21,840

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
128,336

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
256,446

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
255,447

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
243,615

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について
131,123

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援担当）小口支払基金繰入金の支出について（平成26年9月分）
3,456

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援担当）小口支払基金繰入金の支出について（平成26年9月分）
1,814

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
21,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる妊娠検査料の支出について
120

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
18,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
46,360

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
14,445

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
3,888

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
12,750

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
12,060

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費６月から９月分の支出について（１０月１５日振込分）
200,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
324,352

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
9,680

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
214,416

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
31,440

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
12,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
60,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
7,560

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
83,880

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
16,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
5,076

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
125,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
9,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
2,100

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
28,900

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
40,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
18,252

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
5,496

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
34,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
227,110

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
218,620

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年度ＢＣＧ予防接種報償金の支出について（９月分）
74,670

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座（小路）講師料の支出について
9,160

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成26年度9月分　歯科健康相談報償金の支出について
62,380

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年度9月分・乳幼児健診等報償金の支払いについて
374,470

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年度9月分・乳幼児健診等報償金の支払いについて
11,160

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 保健福祉課（生活支援担当）庁内情報端末（ＡＦＧＷ２０５Ｃ）の修理経費の支出について
109,080

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
252,647
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生野区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
165,652

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
359,554

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
327,670

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
197,824

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
266,268

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
343,517

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
25,174

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
32,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
234,670

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
213,220

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
227,110

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
129,051

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
11,714

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
32,308

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
19,907

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
5,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
49,880

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
1,500

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
288,604

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
108,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（７～９月分）
895,657

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
15,357

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
48,920

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 高齢者福祉月間１００歳以上高齢者に贈呈する記念品の購入経費の支出について
72,171

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事務用コピー料金の支出について（９月分）
16,358

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見制度市長申立に関する診断書作成経費の支出について
4,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
45,217

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
240,530

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる11月分生活保護費の支出について（資金前渡金）
53,500,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる11月分生活保護費の支出について（資金前渡金）
27,250,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる11月分生活保護費の支出について（資金前渡金）
700,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる11月分生活保護費の支出について（資金前渡金）
30,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法にかかる11月分生活保護費の支出について（資金前渡金）
770,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
35,634

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所事業にかかる市立保育所賄材料費事業資金の支出について（１０月分）
1,612,840

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉事業にかかる平成26年度母子福祉貸付金の支出について（生活資金・10月～12月）
423,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉事業にかかる平成26年度母子福祉貸付金の支出について（第3四半期分）
1,074,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
2,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる診療報酬（非指定医療機関診療費）の支出について
10,530

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
244,416

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
52,280

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
161,630

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー料金（その１・その２）の支出について（９月分）
75,240

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
10,959

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
16,857

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600
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生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
6,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる家財処分料の支出について
46,440

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
72,360

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
75,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
16,458

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる妊娠検査料の支出について
12,996

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
1,026

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
15,230

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
7,500

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
6,210

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
11,933

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
8,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる妊娠検査料の支出について
7,560

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費　被保護者にかかる住宅維持費の支出について
119,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
9,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
76,466

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
41,270

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
213,220

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
224,920

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
233,104

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
221,976

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
216,460

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
220,512

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
216,460

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
213,220

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭費の支出について
228,716

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
218,360

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
227,080

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
248,516

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
52,729

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
150,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
42,339

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
19,791

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
50,630

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
68,752

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（８、９月分）
829,779

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
14,250

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
25,680

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 保健福祉課（保健）・市内出張旅費８・９月分の支出について
240

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健）・市内出張旅費８・９月分の支出について
4,960

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療助成費の支出について（１０月分）
1,574,490

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療助成費の支出について（１０月分）
3,228

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
22,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
56,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
154,100

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業用医療費助成費の支出について（１０月分）
345,444
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生野区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（９月分）
365,999

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
346,658

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健）・市内出張旅費８・９月分の支出について
360

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）精密検査結果等連絡返信用切手の購入経費の支出について
8,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療助成費の支出について（１０月分）
254,622

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（１０月分）
110,690

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（26年9月分）
1,224

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（26年9月分）
16,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（26年9月分）
7,363

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
3,022

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（26年9月分）
2,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（26年9月分）
1,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（26年9月分）
100

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（26年9月分）
20,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金（受取人払分）の支出について（9月分）
1,067

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）後納郵便料金の支出について（9月分）
45,521

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（26年9月分）
3,880

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）後納郵便料金の支出について（9月分）
10,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）後納郵便料金の支出について（9月分）
35,909

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）後納郵便料金の支出について（9月分）
10,150

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（26年9月分）
3,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
542,067

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）後納郵便料金の支出について（9月分）
30,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）後納郵便料金の支出について（9月分）
12,592

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
328

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
716,773

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
125,375

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる妊娠検査料の支出について
6,480

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
9,720

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
14,900

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
34,440

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
36,090

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
1,148

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
328

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
492

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
82

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
27,662

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　特別旅費 保健福祉課（保健）平成２６年度アルコール依存症臨床医等研修経費の支出について
10,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健）平成２６年度アルコール依存症臨床医等研修経費の支出について
40,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 保健福祉課（保健）平成２６年度アルコール依存症臨床医等研修経費の支出について
432

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
7,490

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（26年9月分）
19,799

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
164

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）後納郵便料金の支出について（9月分）
17,662

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）後納郵便料金の支出について（9月分）
65,938

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
787,300

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（26年9月分）
933

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
17,285
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生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（９月分）
31,336

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（平成２６年９月分）の支出について
130,084

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（９月分）
7,834

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（平成２６年９月分）の支出について
32,521

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 平成２６年度　健康づくりひろげる講座講師料の支出について（10月10日分）
9,020

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（26年9月分）
1,820

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（平成２６年９月分）の支出について
665

生野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（26年9月分）
3,400

旭区役所 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用消耗品（クリアファイル替ポケット等）購入経費の支出について
62,348

旭区役所 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用消耗品（クリアファイル替ポケット等）購入経費の支出について
17,010

旭区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 自動車臨時運行許可番号標購入経費の支出について
51,840

旭区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年８月分ＡＤＳＬ使用料の支出について
3,939

旭区役所 総務課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区広報紙用　企画編集業務所要経費の支出について（平成２６年１０月号）
144,000

旭区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（総務課　平成２６年８月分）の支出について（一部：６・７月分含む）
18,546

旭区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（26年9月分）
11,000

旭区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（26年9月分）
2,678

旭区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（26年9月分）
600

旭区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（26年9月分）
82

旭区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（26年9月分）
1,804

旭区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 大阪市旭区区政会議会議録作成業務にかかる経費の支出について（第２回全体会議分）
12,960

旭区役所 総務課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 近助を基本とする地域災害対策体制の確立用緊急呼子笛の購入経費の支出について
86,400

旭区役所 総務課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 近助を基本とする地域災害対策体制の確立用防災啓発物品（のめるもん）購入経費の支出について
53,460

旭区役所 総務課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所庁舎及び旭区保健福祉センター分館から排出する一般廃棄物収集運搬・処分業務委託にかかる支出について（平成２６年９月分）
21,481

旭区役所 総務課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 衛星携帯電話通信料金にかかる支出について（平成26年8月分）
60,000

旭区役所 総務課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 クレーム対応研修にかかる講師謝礼の支出について
36,460

旭区役所 総務課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所窓口案内業務従事者派遣に係る経費の支出について（９月分）
161,460

旭区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴広報事務用　乾式電子複写機使用料の支出について（平成２６年８月分）
1,744

旭区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 旭区役所　吸収式冷温水発生機　モリブデン酸リチウム水溶液投入にかかる支出について
54,000

旭区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所庁舎から排出する不要物品収集運搬・処分業務にかかる支出について
302,400

旭区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 旭区広報紙用　新聞折込広告業務所要経費の支出について（平成２６年１０月号）
237,413

旭区役所 総務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２６年経済センサス等統計調査・調査員報酬の支出について（支出命令書２５１２号の口座振替不能に係る再支出）
118,140

旭区役所 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課コピー代の支出について（平成26年8月分）
15,973

旭区役所 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課コピー代の支出について（平成26年8月分）
15,616

旭区役所 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用輪転機インク及びマスターの購入にかかる経費の支出について
67,392

旭区役所 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区保健福祉センター分館機械警備業務委託にかかる支出について（平成２６年９月分）
36,720

旭区役所 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分常時啓発費）
5,904

旭区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 旭区広報紙用　印刷業務所要経費の支出について（平成２６年１０月号）
218,743

旭区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 衛星携帯電話通信料金にかかる支出について（ＫＤＤI・平成26年8月分）
40,000

旭区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所庁舎並びに旭区保健福祉センター分館　清掃業務委託にかかる支出について（平成２６年９月分）
449,280

旭区役所 総務課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大雨洪水警報発令に伴う情報連絡体制参集にかかる深夜タクシー代の支出について
4,360

旭区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区広報紙用　配付業務所要経費の支出について（平成２６年１０月号）
44,366

旭区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン（旭区役所）長期借入にかかる支出について（平成２６年９月分）
82,177

旭区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（旭区役所）一式　長期借入にかかる支出について（平成２６年９月分）
249,202

旭区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分　証明書発行システム回線使用料の支出について
7,757

旭区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分（９月使用分）専用回線電話代の支出について
37,926

旭区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分ＡＤＳＬ使用料の支出について
3,939

旭区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 旭区災害対策職員住宅に係る賃料の支出について（平成２６年１１月分）
85,200

旭区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（９月分）
13,200
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旭区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（９月分）
1,336

旭区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（９月分）
3,250

旭区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（９月分）
164

旭区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（９月分）
9,226

旭区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（９月分）
4,510

旭区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（９月分）
64,969

旭区役所 市民協働課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種から育てる地域の花づくり事業にかかる消毒用エタノール・グリセリンの購入費の支出について
15,660

旭区役所 市民協働課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種から育てる地域の花づくり事業にかかる花の種・土等の購入費の支出について
200,556

旭区役所 市民協働課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,963

旭区役所 市民協働課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
9,600

旭区役所 市民協働課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（H26.9月分）
164

旭区役所 市民協働課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
82

旭区役所 市民協働課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
574

旭区役所 市民協働課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,236

旭区役所 市民協働課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
80

旭区役所 市民協働課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,400

旭区役所 市民協働課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
800

旭区役所 市民協働課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 放課後おさらい教室　消耗品代の支出について
33,480

旭区役所 市民協働課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 手提げ型クリアファイルの購入にかかる支出について
210,000

旭区役所 市民協働課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課コピー代の支出について（８月分）
17,933

旭区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 にぎわい創出担当コピー代の支出について（８月分）
6,384

旭区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川クリーンキャンペーンにかかるチラシ・ポスターの作成費の支出について
49,680

旭区役所 市民協働課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 城北ワンドのさかなーニバルのチラシ・ポスター印刷にかかる支出について
60,798

旭区役所 市民協働課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全なまちづくり推進事業にかかる消耗品購入経費の支出について
36,720

旭区役所 市民協働課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働型自転車利用適正化事業にかかる消耗品購入経費の支出について
62,290

旭区役所 市民協働課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 落書き防止活動支援事業にかかる消耗品購入経費の支出について
82,879

旭区役所 市民協働課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立旭区民センター施設管理運営業務代行料第1四半期（平成26年4月～6月分）の支出について
13,337,285

旭区役所 市民協働課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発関係消耗品の購入にかかる経費の支出について
32,076

旭区役所 市民協働課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策区業務用電話代の支出について（９月分）
7,841

旭区役所 市民協働課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（９月分）
2,706

旭区役所 市民協働課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（９月分）
738

旭区役所 市民協働課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分　後納郵便料金の支出について
4,059

旭区役所 市民協働課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（９月分）
4,216

旭区役所 市民協働課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分　後納郵便料金の支出について
410

旭区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）講師謝礼金の支出について（平成26年9･10月分）
35,000

旭区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度　放課後おさらい教室報償金の支出について（９月分）
300,840

旭区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度旭区にほんご教室講師謝礼金の支出について（9月分）
45,864

旭区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年１０月分　国民健康保険事業用葬祭費負担金支払準備金の支出について
50,000

旭区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成26年10月分　国民健康保険事業用出産育児一時金支払準備金の支出について
420,000

旭区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（１０月分支払資金）
27,000

旭区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（１０月分支払資金）
3,000

旭区役所 窓口サービス課 平成26年10月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　印刷製本費 平成２６年度国民健康保険料収納率向上ポスター印刷経費の支出について
47,520

旭区役所 窓口サービス課 平成26年10月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
27,173

旭区役所 窓口サービス課 平成26年10月08日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 出張旅費（８月分）の支出について
1,170

旭区役所 窓口サービス課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー代（８月分）の支出について
1,772

旭区役所 窓口サービス課 平成26年10月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー代（８月分）の支出について
7,089

旭区役所 窓口サービス課 平成26年10月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー代（８月分）の支出について
4,843

旭区役所 窓口サービス課 平成26年10月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
34,286
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旭区役所 窓口サービス課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
7,010

旭区役所 窓口サービス課 平成26年10月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
68,172

旭区役所 窓口サービス課 平成26年10月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
374,440

旭区役所 窓口サービス課 平成26年10月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成26年10月分国民健康保険事業用出産育児一時金の支出について
1,196,763

旭区役所 窓口サービス課 平成26年10月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
87,610

旭区役所 窓口サービス課 平成26年10月20日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
110,840

旭区役所 窓口サービス課 平成26年10月20日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
49,823

旭区役所 窓口サービス課 平成26年10月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 出張旅費（９月分）の支出について
1,900

旭区役所 窓口サービス課 平成26年10月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 出張旅費（９月分）の支出について
660

旭区役所 窓口サービス課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課住民登録、戸籍、税証明　コピー代の支出について(8月分）
18,078

旭区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分　住民情報業務後納郵送料の支出について
77,485

旭区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分　住民情報業務後納郵送料の支出について
832

旭区役所 窓口サービス課 平成26年10月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年１０月分　国民健康保険事業用葬祭費負担金の支出について
750,000

旭区役所 窓口サービス課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
121,993

旭区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業用国民健康保険療養費の支出について（１０月執行分）
769,866

旭区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業用国民健康保険療養費の支出について（１０月執行分）
47,107

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度市立保育所消耗品事業資金（特別保育）１０月分の支出について
20,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成２６年度市立保育所消耗品事業資金（通常保育）１０月分の支出について
90,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年８月分　保健福祉課（保健衛生・保健活動）市内出張交通費の支出について
490

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年８月分　保健福祉課（保健衛生・保健活動）市内出張交通費の支出について
4,100

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成26年8月分　保健福祉センター事業用白衣等の洗濯にかかる支出について
2,193

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成26年度９月分　ＢＣＧ接種医師報償金の支出について
49,780

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年8月分　乳幼児健康診査等医師等報償金の支出について
318,390

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
79,962

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
169,747

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
18,193

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
19,950

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
24,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
33,500

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成26年度全国生活保護査察指導員研修会の出席にかかる管外出張旅費の支出について
37,820

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
26,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
4,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
30,496

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
180,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
18,230

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度　建物賃貸借経費(あさひあったかきち推進支援事業)9月分の支出について
75,600

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　住宅改修費の支出について
11,691

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　その他介護扶助の支出について
42,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　通院移送費の支出について
1,260

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　通院移送費の支出について
120,990

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　治療材料費の支出について
236,121

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　通院移送費の支出について
420

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座（はじめてのストレッチヨガ）における講師料の支出について
9,240

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費及び高額障がい児施設給付費の支払いについて
33,285

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費及び高額障がい児施設給付費の支払いについて
32,814

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　教育扶助費の支出について
145,936

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
95,168

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
48,072
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旭区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
49,350

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　生活移送費の支出について
103,200

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　オムツ代の支出について
209,329

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　不動産鑑定費用等の支出について
108,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　家財処分料の支出について
129,816

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　葬祭費の支出について
238,720

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
150,950

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成26年9月分　小口支払基金繰戻金の支出について
12,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
275

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）市内出張交通費　平成２６年８月分の支払いについて
3,560

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用保健福祉課コピー代の支出について（８月分）
48,810

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　福祉用具購入費の支出について
821

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　福祉用具購入費の支出について
1,366

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分　小口支払基金繰戻金の支出について
2,460

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分　小口支払基金繰戻金の支出について
2,460

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成２６年度市立保育所賄材料費（１０月分）の支出について
2,074,320

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費及び高額障がい児施設給付費の支払いについて
11,500

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費及び高額障がい児施設給付費の支払いについて
11,500

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　検査料の支出について
1,620

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　不動産鑑定費用等の支出について
235,094

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　オムツ代の支出について
193,595

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　オムツ代の支出について
123,600

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　教育扶助費の支出について
582,540

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 第７期　旭しょうぶ大学受講生の市民活動行事保険料の支出について
3,600

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
1,016,275

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
17,271

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
84,233

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
33,850

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
48,750

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
126,680

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　教育扶助費の支出について
395,022

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　住宅改修費の支出について
6,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　福祉用具購入費の支出について
1,674

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　長期入院患者例外的給付の支出について
115,200

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月22日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 大阪市母子福祉貸付代金の支出について（第３四半期分）
2,529,798

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険コピー代の支出について（８月分）
10,773

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
197,500

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　文書料の支出について
111,360

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　葬祭費の支出について
590,052

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる平成２６年９月分後納郵便料金の支出について
98,627

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金について（平成２６年９月分）
141,800

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
24,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
154,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
22,550

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
17,800

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）市内出張交通費　平成２６年９月分の支払いについて
7,420

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の支出について（１１月分）
15,100,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の支出について（１１月分）
8,200,000
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旭区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の支出について（１１月分）
300,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　治療材料費の支出について
196,446

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費の支出について（１１月分）
70,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費の支出について（１１月分）
6,160

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の支出について（１１月分）
400,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　葬祭費の支出について
235,990

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　　就労自立給付金の支出について
30,891

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第２四半期）の支出について
1,113,250

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
423,790

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
19,010

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
412,081

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
53,362

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　教育扶助費の支出について
298,245

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　住宅改修費の支出について
8,090

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第２四半期）の支出について
1,067,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
18,230

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
24,400

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　生活移送費の支出について
374,640

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　オムツ代の支出について
349,037

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　不動産鑑定費用等の支出について
235,431

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　葬祭費の支出について
238,720

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業業務委託経費の支出について（９月分）
1,092,420

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年9月分　保健福祉課（保健衛生・保健活動担当）市内出張交通費の支出について
4,490

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（８月分）
25,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 高齢者福祉月間100歳高齢者記念品の購入について
3,272

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分　後納郵便料金の支出について
164

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
4,328

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
638

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,276

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２６年９月分の支払いについて
1,312

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（８月分）
612

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
164

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
30,014

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
286

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
696

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
574

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
984

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,976

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度　重度障がい者医療・65歳以上食事療養費の支出について
1,261,532

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障害者（児童）住宅改修等給付金の支出について
140,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
3,884

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,462

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
560

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
7,184

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度　老人医療(一部負担金相当額等一部助成)費の支出について
352,902

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２６年９月分の支払いについて
246

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２６年９月分の支払いについて
81,744

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２６年９月分の支払いについて
295,201
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旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　福祉用具購入費の支出について
3,456

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　住宅改修費の支出について
7,467

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　福祉用具購入費の支出について
23,760

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　治療材料費の支出について
157,674

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　治療材料費の支出について
162,560

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　長期入院患者例外的給付の支出について
21,600

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　文書料の支出について
50,780

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　就労自立給付金の支出について
150,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分　後納郵便料金の支出について
502

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分　後納郵便料金の支出について
140

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分　後納郵便料金の支出について
82

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分　後納郵便料金の支出について
656

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分　後納郵便料金の支出について
6,150

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分　後納郵便料金の支出について
24,506

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
474

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
6,064

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分　後納郵便料金の支出について
2,742

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
164

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
4,081

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
12,130

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
23,002

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分　後納郵便料金の支出について
656

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業業務委託経費の支出について（９月分）
598,300

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業業務委託経費の支出について（９月分）
564,650

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
201,470

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
7,822

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
10,198

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について
48,759

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分　後納郵便料金の支出について
15,437

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
7,142

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,662

旭区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２６年９月分の支払いについて
1,504

城東区役所 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　保健福祉センター分館仮施設電気使用料の支出について（平成２６年９月分）
194,467

城東区役所 総務課 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（９月分）の支出について
2,592

城東区役所 総務課 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（９月分）の支出について
3,336

城東区役所 総務課 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（９月分）の支出について
15,188

城東区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区まちづくり推進費用　保健福祉課（生活支援）市内出張旅費の支出について（平成２６年７月分）
4,332

城東区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　輪転機用インク及びマスターロールの購入にかかる経費支出について
57,240

城東区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　電話機外１点の購入にかかる支出について
20,541

城東区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 大阪市城東区内小中学生向け「城東区歴史冊子」印刷にかかる同経費の支出について
393,120

城東区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度　城東区区政会議　第２回本会及び部会（７月）における議事録作成業務の費用支出について
62,856

城東区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（城東区役所）一式　長期借入にかかる支出について（平成２６年９月分）
171,149

城東区役所 総務課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　仮設倉庫電気使用料の支出について（平成２６年９月分）
712

城東区役所 総務課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　保健福祉センター分館仮施設ガス使用料の支出について（平成２６年９月分）
1,328

城東区役所 総務課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 冷却塔薬液注入装置用ポンプ取替業務にかかる経費の支出について
150,012

城東区役所 総務課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 ファンコイルユニット簡易スイッチ取付業務にかかる経費の支出について
33,480

城東区役所 総務課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ケーブルテレビ利用料の支払いについて(平成26年8月分)
5,400

城東区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課市内出張旅費（平成２６年７月分）の支出について
22,960
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城東区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課市内出張旅費の支出について（平成２６年８月分）
17,730

城東区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　区役所庁舎男子トイレ（２Ｆ）における小便器センサー交換にかかる経費の支出について
181,008

城東区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度  城東区広報紙「ふれあい城東」企画・編集業務(平成26年10月号)にかかる経費支出について
151,200

城東区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課市内出張旅費（平成２６年８月分）の支出について
11,000

城東区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　総務課　後納郵便料(平成２６年９月分)の支出について（区民モニター料金受取人払分含む）
5,156

城東区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 統計事務用　総務課　後納郵便料(９月分)の支出について
194

城東区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用　後納郵便料（９月分）の支出について
776

城東区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用　後納郵便料（９月分）の支出について
11,592

城東区役所 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度 学校体育施設開放事業用卵殻スポーツラインパウダーの購入による同経費の支出について（下半期）
11,340

城東区役所 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度 学校選択制説明会における手話通訳業務の委託にかかる経費の支出について
17,120

城東区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ５号動員発令にかかるタクシーの利用経費の支出について
17,310

城東区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区まちづくり推進費用　保健福祉課（介護保険）市内出張旅費の支出について（平成２６年９月分）
320

城東区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区まちづくり推進費用　保健福祉課（生活支援）市内出張旅費の支出について（平成２６年８月分）
744

城東区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度 学校体育施設開放事業用扇風機の購入に伴う同経費の支出について（下半期）
20,044

城東区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 城東区広報紙「ふれあい城東」（平成26年10月号）概算印刷にかかる経費支出について
313,740

城東区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵送料（総合企画関係書類）の支出について（平成26年9月分）
7,702

城東区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への城東区広報紙「ふれあい城東10月号」配付業務委託にかかる同経費支出について
166,254

城東区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 EXTRA for Windows6（城東区役所）一式借入にかかる同経費支出について（平成２６年９月分）
1,214

城東区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　保健福祉センター仮施設・老人福祉センター水道料金の支出について（１０月分請求分）
5,561

城東区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 遠隔手話窓口事業にかかる通信費（平成２６年９月分）の支出について
7,586

城東区役所 総務課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区まちづくり推進費用　保健福祉課　市内出張旅費の支出について（平成２６年５月～７月分）
2,280

城東区役所 総務課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区まちづくり推進費用　保健福祉課（保健）　市内出張旅費の支出について（平成２６年５月～８月分）
3,820

城東区役所 総務課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金担当）区まちづくり推進費用　市内出張旅費の支出について（平成26年9月分）
5,384

城東区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度 生涯学習ルーム事業 講師謝礼の支出について（平成26年9月分ほか）
111,000

城東区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課市内出張旅費の支出について（平成２６年９月分及び８月残分）
20,268

城東区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度 区における生涯学習事業用輪転機用インク及びマスターの購入に伴う同経費の支出について（下半期）
25,488

城東区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度 学校体育施設開放事業用にがりの購入に伴う同経費の支出について（下半期）
14,904

城東区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 城東区役所庁舎から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務委託に伴う同経費支出について（平成26年4月分）
3,540

城東区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 城東区役所庁舎から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務委託に伴う同経費支出について（平成26年4月分）
1,134

城東区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区役所庁舎及び城東区保健福祉センター分館庁舎清掃業務委託の支払いについて（9月分）
285,882

城東区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 防犯カメラの設置にかかる経費の支出について(窓口サービス課および保健福祉課)
333,720

城東区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度発達障がいサポート事業 サポーター謝礼の支出について（平成26年9月分及びヒアリング分）
96,180

城東区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報担当）市内出張旅費の支出について（平成26年9月分）
6,900

城東区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区保健福祉センター分館及び老人福祉センター仮施設の警備委託業務について（９月分）
14,580

城東区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 城東区役所ならびに城東区保健福祉センター分館仮庁舎　ＡＥＤ(自動対外式除細動機)セット一式長期借入にかかる経費の支出について(平成26年9月分)
14,040

城東区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　宿直員用寝具のレンタル経費の支出について(９月分)
9,504

城東区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 区長の大阪市災害対策住宅用職員住宅の賃貸借契約に伴う同経費の支出について（平成２６年１１月分）
118,000

城東区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援）市内出張旅費の支出について（平成２６年９月分）
2,844

城東区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（９月分）の支出について
2,689

城東区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（９月分）の支出について
9,782

城東区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　ＮＴＴ西日本　ひかり電話使用料など（９月利用分）の支出について
21,084

城東区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民局証明書発行システム用　ＮＴＴ西日本　回線使用料（１０月請求分）の支出について
7,649

城東区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金（９月分）の支出について
800

城東区役所 市民協働課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業の備蓄物資（携帯トイレ）購入にかかる経費の支出について
320,112

城東区役所 市民協働課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業の備蓄物資購入にかかる経費の支出について（非常用水電池）
167,810

城東区役所 市民協働課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業用　色上質紙ほか４点の支出について
33,858

城東区役所 市民協働課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 「種から育てる地域の花づくり支援事業」にかかる花づくり広場電気使用料の支出について（９月分）
1,984

城東区役所 市民協働課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策業務用　携帯電話使用料の支出について（１０月請求分）
8,661
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城東区役所 市民協働課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課市民活動支援担当一般事務用後納郵便利用料（平成２６年９月分）の支出について
280

城東区役所 市民協働課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立城東区民ホール施設管理業務代行料の支出について（第２四半期７月～９月）
6,457,884

城東区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種から育てる地域の花づくり支援事業にかかる消耗品の購入にかかる経費の支出について（パンジー他６点）
78,721

城東区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課　後納郵送料の支出について（平成２６年９月分）
1,404

城東区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用出産育児一時金・葬祭費支払資金の支出について(平成26年10月分)
200,000

城東区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用出産育児一時金・葬祭費支払資金の支出について(平成26年10月分)
1,400,000

城東区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（１０月分・一般）支払資金の支出について
50,000

城東区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（１０月分・退職）支払資金の支出について
20,000

城東区役所 窓口サービス課 平成26年10月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用液状のり外１６点の購入にかかる同経費支出について
39,860

城東区役所 窓口サービス課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市城東区役所窓口サービス課住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる同経費の支出について（平成２６年８月分）
2,134,683

城東区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
1,811,519

城東区役所 窓口サービス課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住基システム用トナーカートリッジ他３点の購入にかかる同経費の支出について
99,420

城東区役所 窓口サービス課 平成26年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
1,920

城東区役所 窓口サービス課 平成26年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
2,380

城東区役所 窓口サービス課 平成26年10月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
98,738

城東区役所 窓口サービス課 平成26年10月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（退職）の支出について
23,013

城東区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）使用にかかるコピー代金（26.9月分）の支出について
15,890

城東区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）戸籍事務にかかる後納郵便料（26.9月分）の支出について
34,454

城東区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）印鑑登録事務にかかる後納郵便料（26.9月分）の支出について
45,790

城東区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）特別永住事務等にかかる後納郵便料（26.9月分）の支出について
2,029

城東区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）住基カード・住基コード等にかかる後納郵便料（26.9月分）の支出について
48,270

城東区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）コピー代の支出について（平成２６年９月分）
10,644

城東区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）料金後納郵便料の支出について（平成２６年９月分）
8,418

城東区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）学校案内（学校選択制）等事務にかかる後納郵便料の支出について（平成26年9月分）
102,891

城東区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）就学事務にかかる後納郵便料（26.9月分）の支出について
496

城東区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）コピー代の支出について（平成２６年９月分）
29,800

城東区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）料金後納郵便料の支出について（平成２６年９月分）
184,771

城東区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）料金後納郵便料の支出について（平成２６年９月分）
526,191

城東区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について（10月31日支払い分）
1,404,920

城東区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について（10月31日支払い分）(追加２)
33,448

城東区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について（10月31日支払い分）(追加)
27,071

城東区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付葬祭費の支出について(10月31日支払予定)
1,050,000

城東区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用出産一時金の支出について(10月31日支払予定)
110,270

城東区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について（退職）（10月31日支払い分）
9,793

城東区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）コピー代の支出について（平成２６年９月分）
2,128

城東区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）料金後納郵便料の支出について（平成２６年９月分）
216,600

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
124,744

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代等）の支出について
244,980

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費（特別保育分）事業資金の支出について（平成26年10月分）
20,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費（通常保育分）事業資金の支出について（平成26年10月分）
120,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求にかかる診断書料の支出について
7,560

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
62,050

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
51,680

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（装具代等）の支出について
131,156

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
132,866

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
16,988

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉用具購入費・介護住宅改修費）の支出について
39,841

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
764,772
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城東区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 就労自立給付金の支出について
18,055

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２６年９月支給決定分の支出について
213,338

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２６年９月支給決定分の支出について
298,286

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２６年９月支給決定分の支出について
376,502

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成費　平成２６年９月支給決定分の支出について
16,427

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等・高額障がい児給付費の支払いについて
816

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
635,284

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等・高額障がい児給付費の支払いについて
2,362

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム（生活保護）用トナーカートリッジ購入経費の支出について
8,208

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
158,433

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
35,600

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉用具購入費）の支出について
11,521

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
30,320

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（装具代等）の支出について
199,452

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 就労自立給付金の支出について
137,784

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「第3回SARUGAKU祭・第12回ピアフェスタin城東」のポスター作製にかかる支出について
14,580

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者住宅改修費給付事業にかかる支出について
420,768

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業扶助費の支出について
1,441,141

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（申請№7）
229,684

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代等）の支出について
286,040

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代等）の支出について
364,470

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当（平成２６年６月～９月支払分）の支出について
80,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年8月20日～29日分）
5,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代等）の支出について
122,478

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年8月20日～29日分）
3,829

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年8月20日～29日分）
8,365

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年8月20日～29日分）
2,932

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年8月20日～29日分）
2,620

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年8月20日～29日分）
3,880

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年8月20日～29日分）
3,400

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業扶助費の支出について
411,620

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
23,830

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 就労自立給付金の支出について
100,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年9月分）
12,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年9月分）
4,230

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年9月分）
6,080

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年9月分）
2,403

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
800,067

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業扶助費の支出について
850,215

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年9月分）
4,700

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年9月分）
20,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年9月分）
1,635

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年9月分）
12,047

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年9月分）
3,880

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年9月分）
3,400

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（申請№11）
72,900

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（申請№12）
270,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代等）の支出について
34,172
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城東区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
299,536

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉用具購入費・介護住宅改修費）の支出について
27,277

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年９月分　ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について
99,560

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２６年９月分　乳幼児健康診査等事業の報償金の支出について
642,270

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
374,156

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
62,360

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座における報奨金の支出について（９月分）
9,080

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等・高額障がい児給付費の支払いについて
11,500

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等・高額障がい児給付費の支払いについて
11,500

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代）の支出について
280,800

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
260,645

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（装具代等）の支出について
128,481

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２６年１０月支給決定分の支出について
322,249

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代等）の支出について
426,440

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当（平成２６年６月～９月支払分）の支出について
160,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月22日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金：10～12月分）の支出について
1,885,500

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（装具代等）の支出について
110,007

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がい者相談支援事業に係る相談員派遣報償金の支出について（９月分）
34,280

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 いきいき・かみかみ百歳体操事業用　咀嚼力判定ガムの購入経費の支出について
129,600

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２６年１０月支給決定分の支出について
741,075

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２６年１０月支給決定分の支出について
138,772

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費の支出について（平成２６年１１月分）
38,000,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用扶助費の支出について（平成２６年１１月分）
15,000,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費の支出について（平成２６年１１月分）
300,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉用具費・福祉住宅改修費）の支出について
13,393

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費の支出について（平成２６年１１月分）
200,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用扶助費の支出について（平成２６年１１月分）
1,500,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成費　平成２６年１０月支給決定分の支出について
18,696

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所賄材料費の支出について（平成２６年１０月分）
3,621,180

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 子育て支援事業用平成26年度城東区子育て支援情報誌「わくわく城東」発行業務委託に伴う経費支出について（下半期）
702,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
751,308

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張等交通費の支出について(平成26年７月分)
12,450

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便(受取人払)の支出について(平成26年9月分)
94,346

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便の料金支出について(平成26年9月分)
468,417

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代）の支出について
101,440

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
40,800

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉用具購入費）の支出について
1,512

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（申請№10）
85,590

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代等）の支出について
177,004

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用扶助費（住宅維持費）の支出について
13,824

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
25,840

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務所事務用　両面テープ等の購入経費の支出について
39,560

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２６年１０月支給決定分の支出について
352,325

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健）事務用コピー代の支出について（平成２６年９月分）
16,912

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
933

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（平成26年9月分）
7,985

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（平成26年9月分）
11,430

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（平成26年9月分）
12,878
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城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年9月分）
5,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年9月分）
25,565

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年9月分）
6,032

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年9月分）
6,220

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２６年１０月支給決定分の支出について
488,467

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年9月分）
17,077

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２６年１０月支給決定分の支出について
173,750

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（平成26年9月分）
1,250

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年9月分）
820

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー料金(平成２６年９月分)の支出について
46,952

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
265,142

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
49,560

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
246

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
338

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
766

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
896

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
246

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
3,034

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
8,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
43,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
246

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用受取人払い郵便料の支出について（平成26年9月分）
388

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年9月分）
6,792

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
18,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（平成26年9月分）
11,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年9月分）
56,777

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年9月分）
36,985

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年9月分）
6,362

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年9月分）
6,120

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
82

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の業務委託契約にかかる同経費の支払いについて（平成２６年９月分）
1,060,650

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２６年１０月支給決定分の支出について
214

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２６年１０月支給決定分の支出について
7,474

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（平成26年9月分）
10,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年9月分）
10,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年9月分）
10,005

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成費　平成２６年１０月支給決定分の支出について
15,179

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
30,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（平成26年9月分）
2,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年9月分）
5,134

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成26年9月分）
780

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険関係事務用にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
151,329

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険関係事務用にかかるコピー代の支出について（平成26年9月分）
11,016

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健活動）事務用コピー代の支出について（平成２６年９月分）
11,611

城東区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
246

鶴見区役所 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成26年５月号～平成27年３月号）全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（９月号分）
430,128

鶴見区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用鶴見区庁舎自動ドア保守点検業務にかかる経費の支出について（第１回中間払い（４月～９月分））
69,930

鶴見区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（８月分）
7,290
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鶴見区役所 総務課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理事務用市内出張交通費の支出について（総務課外３課　８月分）
14,670

鶴見区役所 総務課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,353

鶴見区役所 総務課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,240

鶴見区役所 総務課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
625

鶴見区役所 総務課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成26年５月号～平成27年４月号）企画・編集業務委託にかかる経費支出について（10月号分）
262,440

鶴見区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「スポーツフェスティバルIN鶴見緑地」企画・運営・実施業務委託にかかる経費の支出について
2,999,997

鶴見区役所 総務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴広報事務用コピー代金（９月分）の支出について
8,459

鶴見区役所 総務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 平成２６年全国消費実態調査事務にかかるコピー代金（９月分）の支出について
96

鶴見区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 鶴見区における「褒める・認める組織風土醸成研修」の講師謝礼の支出について
73,440

鶴見区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用コピー使用にかかる経費の支出について（９月分）
79,658

鶴見区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成26年５月号～平成27年４月号）概算印刷の支出について（10月号分）
456,200

鶴見区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
14,331

鶴見区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴事業用後納郵便料金（９月分）及び平成26年全国消費実態調査の統計用後納郵便料金（９月分）の支出について
51,830

鶴見区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（９月分）
7,290

鶴見区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持用寝具類の借入経費の支出について（９月分）
9,504

鶴見区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 広聴事業用後納郵便料金（９月分）及び平成26年全国消費実態調査の統計用後納郵便料金（９月分）の支出について
4,346

鶴見区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 大阪市鶴見区バス運行業務委託にかかる経費の支出について（９月分：６回目／１２回）
572,400

鶴見区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用鶴見区役所・保健福祉センター庁舎清掃業務委託経費の支出について（９月分）
353,700

鶴見区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用鶴見区役所自転車案内及び車両誘導業務にかかる経費の支出について（９月分）
164,160

鶴見区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
217,229

鶴見区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成26年５月号～平成27年４月号）点字版製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（10月号分）
65,661

鶴見区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成26年５月号～平成27年３月号）全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（10月号分）
430,019

鶴見区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用庁内回線電話使用料の支出について（10月分）
21,020

鶴見区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用（総務事務用）後納郵便料の支出について（９月分）
7,120

鶴見区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理事務用庁内パソコン等一式長期借入経費の支出について（９月分）
15,012

鶴見区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料の支出について（９月分）
656

鶴見区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料の支出について（９月分）
6,720

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業「各校下別人権学習会」開催にかかる消耗品購入経費の支出について
66,268

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度青少年活動発表事業「鶴見区青少年カーニバル」における消耗品（Kカッター）購入の支出について
30,564

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成２６年度青少年活動発表事業「鶴見区青少年カーニバル」における参加者レクリエーション保険の支出について
10,800

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度交通安全対策事業（秋の全国交通安全運動ほか）にかかる啓発物品の制作および同経費の支出について
189,000

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度大阪市スポーツ推進委員の報酬の支出について（4月～9月分）
4,800

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる校外活動費の支出について
1,000

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防犯事業に係る携帯電話使用料金の支出について（平成26年９月分）
5,825

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度鶴見区学校体育施設開放事業における石灰購入の支出について
12,960

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（学校選択制）事務用郵便料金の支出について（９月分）
217,730

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（学校選択制）事務用後納郵便（受取人払）料の支出について（９月分）
50,537

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度交通安全対策事業（スケアードストレート学習）にかかる所要経費の支出について
495,072

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業講師謝礼金（９月分）にかかる報償金の支出について
20,200

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課コピー代の支出について（平成26年9月分）
16,261

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（地域活動支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
2,190

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（こども・教育担当）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
3,244

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課人権啓発推進事業用後納郵便料の支出について(9月分)
3,585

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立鶴見区民センター管理運営業務にかかる委託料の支払いについて（第２四半期分）
16,046,640

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法第54条に基づく治療用装具・入院時食事療養費差額等療養費の支出について
541,516

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法第58条による出産育児一時金及び葬祭費支払準備金（平成26年10月分）の支出について
150,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険法第58条による出産育児一時金及び葬祭費支払準備金（平成26年10月分）の支出について
900,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の１０月分窓口還付にかかる還付金の支出について
30,000
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鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の１０月分窓口還付にかかる退職被保険者等還付金の支出について
10,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市鶴見区役所住民情報業務等委託にかかる経費の支出について（８月分）
2,391,782

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍事務用（広域証明発行システム用）通信料の支出について（９月分）その２
3,815

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報担当事務（戸籍事務）用返信用切手購入経費の支出について
20,800

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年10月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法第54条に基づく治療用装具・入院時食事療養費差額等療養費の支出について
131,649

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年10月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金（過年度支出還付金）の支出について（１０月１５日支払）
323,277

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用住民情報レジロールペーパー購入経費の支出について
7,776

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入にかかる経費の支出について（９月分）
10,200

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法第54条に基づく治療用装具・入院時食事療養費差額等療養費の支出について
701,844

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年10月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法第58条に基づく国民健康保険葬祭費の支出について
450,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年10月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険法第58条に基づく国民健康保険出産育児一時金の支出について
616,630

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報事務用コピー代金（９月分）の支出について
13,846

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）コピー代金の支出について（９月分）
11,080

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（９月分）
341,566

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報事務用（印鑑登録照会等送付用）後納郵便料の支出について（９月分）
85,678

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（９月分）
92,693

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（９月分）
156,117

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（９月分）
73,126

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（特別保育　１０月分）の支出について
20,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（通常保育　１０月分）の支出について
60,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護用市内出張交通費等の支出について（平成２６年８月分）
1,040

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業「高齢者福祉月間に伴う記念品(タオルセット)」の購入に係る経費の支出について
27,604

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 健康まつり＆食育フェスタ参加者レクリエーション保険にかかる経費の支出について
14,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
15,510

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
282,488

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
9,432

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
37,979

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
33,661

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
46,007

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
7,336

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（８月～９月分）
91,330

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（８月～９月分）
22,550

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 地域健康講座（ひまわり会）にかかる講師謝礼の支払いについて（9月分）
10,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
8,289

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当未支払分の支出について（平成26年９月11日請求分）
40,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支払いについて
2,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
18,874

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度における医療助成費の支出について
95,824

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（６月～９月分）
49,848

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成制度における医療助成費の支出について
29,959

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当未支払分の支出について（平成26年９月16日請求分）
40,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
169,147

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
16,977

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
9,536

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
16,977

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
6,838

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
62,208

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
79,076
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鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度における医療助成費の支出について
232,720

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
469,446

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
140,253

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（８月～９月分）
39,838

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（６月～７月分）
231,926

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成制度における医療助成費の支出について
1,680

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる補助金の支出について（７月申請分）
269,244

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる住宅改修費の支出について
1,350

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について
1,890

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
2,260

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育フェスタに係る消耗品購入経費の支出について
65,955

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成制度における医療助成費の支出について（10月10日支払）
128,824

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用消耗品購入経費の支出について
2,475

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用消耗品購入経費の支出について
819

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用消耗品購入経費の支出について
59,184

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用消耗品購入経費の支出について
3,974

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
15,510

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
388,434

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
161,711

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
47,904

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
80,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（８月～９月分）
68,748

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（８月～９月分）
24,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（４月～７月分）
313,203

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年７～９月分）
312,964

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
42,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
582

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
32,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくりひろげる講座にかかる講師謝礼の支払いについて（9月16日分）
9,340

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
23,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
29,553

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
12,770

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
129,897

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
72,720

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる住宅改修費の支出について
2,036

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる国民健康保険給付費返還金の支出について
17,624

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求に係る診断書作成料の支出について
5,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康まつり＆食育フェスタに係る消耗品購入経費の支出について
115,365

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
517,722

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（６月～７月分）
797,520

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる移送費（引越料）の支出について
102,600

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座(お母さんのための健康キラキラ講座　9月18日実施分)に係る講師謝礼の支払いについて
9,060

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業にかかる講師報償金（９月分）の支出について
9,080

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成制度における医療助成費の支出について（１０月１７日支払）
94,103

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について(平成２６年度９月分)
348,460

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求に係る診断書作成料の支出について
5,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法及び各種医療助成事業関係事務用消耗品購入経費の支出について
2,670

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法及び各種医療助成事業関係事務用消耗品購入経費の支出について
5,000
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鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法及び各種医療助成事業関係事務用消耗品購入経費の支出について
3,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
289,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（８月～９月分）
43,760

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
12,160

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（８月～９月分）
49,560

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる移送費（引越料）の支出について
71,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年８月～９月分）
41,200

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護世帯にかかる住宅維持費の支出について
118,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
5,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
62,453

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法及び各種医療助成事業関係事務用消耗品購入経費の支出について
5,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法及び各種医療助成事業関係事務用消耗品購入経費の支出について
2,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法及び各種医療助成事業関係事務用消耗品購入経費の支出について
10,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法及び各種医療助成事業関係事務用消耗品購入経費の支出について
5,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 安心して子どもを育てる地域づくり事業用 「鶴見区子ども安全大会」における参加者レクリェ―ション保険にかかる経費の支出について
18,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
232,270

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
2,430

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（８月～１１月分）
61,320

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（８月～９月分）
256,945

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
33,650

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
3,442

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
6,732

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
1,695

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
2,821

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
14,722

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
3,375

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所に対する賄材料費　１０月分の支出について
2,048,660

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月22日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉貸付金の支出について（第３四半期）
162,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
10,280

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
36,407

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
71,965

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
11,242

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
139,084

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
74,093

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
17,449

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる学校給食費の支出について（平成２６年９月分）
42,900

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度における医療助成費の支出について
237,700

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成制度における医療助成費の支出について
144,973

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用レターケース外１点の購入経費の支出について
38,448

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年９月分）
26,208

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年９月～１０月分）
19,398

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 １１月分生活保護費の支出について
8,457,567

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年８月分）
8,959

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 １１月分生活保護費の支出について
5,090,302

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる学校給食費・校外活動費の支出について（平成２６年９月分）
220,590

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教材代・学校給食費の支出について（平成２６年７～９月分）
278,864

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教材費・学校給食費の支出について（平成２６年９月分）
396,947
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鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 １１月分生活保護費の支出について
131,690

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について
1,950

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 １１月分生活保護費の支出について
15,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
22,454

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
3,150

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
16,450

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
29,868

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
3,430

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 １１月分生活保護費の支出について
220,150

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（第３四半期）
648,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（８月～１１月分）
45,760

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について
5,710

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 １０月分生活保護費の支出について（追加分）
60,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
10,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
4,940

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 地域健康情報発信事業（壮年）パンフレットの作成経費の支出について
69,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 介護予防地域健康情報発信事業パンフレット作成経費の支出について
34,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
239,813

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
141,227

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について
1,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる住宅改修費の支出について
4,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
6,060

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
12,480

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（９月分）の支出について
472

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（９月分）の支出について
2,526

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（９月分）の支出について
449

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（９月分）の支出について
561

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（９月分）の支出について
3,712

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年９月分）
135,777

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる移送費（引越料）の支出について
108,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる学校給食費の支出について（平成２６年９月分）
3,600

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
20,520

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
16,320

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成制度における医療助成費の支出について（10月29日支払）
300,004

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用９月分コピー料金の支出について
13,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護世帯にかかる就労自立給付金の支出について
150,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 パタパタプール他４点の購入にかかる経費の支出について（家庭児童相談業務運営費）
100,980

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用９月分コピー料金の支出について
2,911

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用９月分コピー料金の支出について
3,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
164

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（９月分）の支出について
2,706

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区地域有償ボランティア育成事業業務委託にかかる経費の支出について(後期分)
5,281,692

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい者支援事務用にかかる出張旅費の支出について（９月分）
720

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい者支援事務用にかかる出張旅費の支出について（９月分）
240

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい者支援事務用にかかる出張旅費の支出について（８月分）
150

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい者支援事務用にかかる出張旅費の支出について（８月分）
300

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
8,516

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
1,187
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鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
23,684

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
820

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
82

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
2,736

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
1,066

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
7,135

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金（受取人払）郵便料（９月分）の支出について
679

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
2,503

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
1,594

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
4,500

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
531

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
1,066

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 ９月分料金受取人払後納郵便料（生活保護事務用）の支出について
27,379

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 ９月分料金後納郵便料（生活保護事務用）の支出について
231,216

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年９月分）
9,020

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護世帯にかかる住宅維持費の支出について
25,600

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
7,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
1,500

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
76,631

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
582

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
134,631

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種にかかる医師報償金の支出について（平成２６年９月分）
99,560

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座(お母さんのための健康キラキラ講座　10月2日実施分)に係る講師謝礼の支払いについて
9,660

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成26年度健康まつり＆食育フェスタ時のウォーキング講座にかかる講師謝礼の支払いについて
13,460

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（９月分）の支出について
82

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（９月分）の支出について
246

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（９月分）の支出について
1,728

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 障がい者支援事務用にかかる出張旅費の支出について（８月分）
560

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（９月分）の支出について
574

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
2,542

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（９月分）の支出について
11,174

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
4,322

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
21,890

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
68,890

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
902

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
14,236

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
410

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について(平成２６年度９月分)
318,700

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（９月分）の支出について
14,832

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
4,120

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
584

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（９月分）
643

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（９月分）
3,620

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
15,130

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
13,021

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
4,182

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（９月分）
4,806

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（９月分）
1,021



平成26年度（平成26年10月）　公金支出情報

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

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
21,420

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
2,032

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（９月分）
2,608

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
9,833

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 高齢福祉業務用(虐待)の市内出張交通費の支出について(９月分)
400

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
2,246

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
496

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
748

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求に係る診断書作成料の支出について
5,400

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度第2回阿倍野区区政会議（コミュニティ、安全・安心・健康づくり部会）における有識者招へいにかかる報償金の支出について
27,990

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 阿倍野区役所建物修繕にかかる経費の支出について
77,760

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度大雨洪水警報発令の対応に係る深夜参集交通費（9月24日～25日）の支出について
18,630

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度大雨洪水警報発令の対応に係る深夜参集交通費（９月１１日分）の支出について
10,600

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度阿倍野区区政会議（第２回コミュニティ部会）の議事録作成経費の支出について（９月８日開催分）
35,424

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度阿倍野区区政会議（第２回住環境部会）の議事録作成経費の支出について（９月１１日開催分）
39,852

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度阿倍野区区政会議（第２回安全・安心・健康づくり部会）の議事録作成経費の支出について（９月１２日開催分）
35,424

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 阿倍野区役所産業廃棄物処理業務委託（単価契約）にかかる支出について（１回目）
6,609

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２６年度庁舎維持管理用電気使用料の支出について（９月分）
1,188,396

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（９月分）
7,668

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 小口支払基金の繰入金の支出について（９月分）
19,440

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（９月分）
7,940

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（９月分）
1,506

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用自動ドア保守にかかる費用の支出について（第２四半期）
34,560

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度宿直用寝具の借入にかかる費用の支出について（９月分）
9,504

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
156,574

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 阿倍野区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（９月分）
380,160

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年９月分庁舎維持管理用ケーブルテレビ利用料の支出について
4,514

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年度　総務課等事務用市内出張交通費の支出について（９月分）
31,460

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用コピー代金の支出について（９月分）
97,411

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年４月～９月分総務課等事務用新聞購読にかかる経費の支出について
12,300

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用一般廃棄物処理業務委託所要経費の支出について（９月分）
33,112

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用産業廃棄物処理業務委託所要経費の支出について（９月分）
11,124

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙常時啓発用物品の購入にかかる経費支出について
86,184

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２６年度請求分庁舎維持管理用水道料金の支出について（９月分）
132,859

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２６年度請求分庁舎維持管理用水道料金の支出について（９月分）
63,839

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２６年度庁舎維持管理用ガス使用料の支出について（９月分）
268,804

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム利用タブレット端末利用にかかる経費の支出について（９月分）
4,354

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度大雨洪水警報発令の対応に係る深夜交通費（１０月１３日～１４日分）の支出について
3,340

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 阿倍野区災害対策職員住宅の賃借料の支出について（平成２６年１１月分）
168,000

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度住民情報担当用後納郵便料の支出について（９月分）
94,329

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月請求分回線使用料（市民局証明書発行システム）の支出について
7,649

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課区政改革担当等用後納郵便料の支出について（９月分）
2,296

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月請求分各担当事務用電話専用回線使用料の支出について
21,084

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課区政改革担当等用後納郵便料の支出について（９月分）
5,908

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成２６年経済センサス基礎調査及び商業統計調査後納郵便料金の支出について（９月分）
194

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分後納郵便料の支出について（常時選挙事務用）
444

阿倍野区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分後納郵便料の支出について（常時選挙事務用）
8,188

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全運動の推進事業用タスキの購入にかかる経費の支出について
109,771
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阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年9月分1回目）
4,209

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業にかかる（９月分）電気料金の支出について
4,127

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年9月分1回目）
5,248

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年9月分1回目）
2,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 街づくり担当事務用消耗品購入経費の支出について
44,712

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 街づくり担当事務用消耗品購入経費の支出について
3,888

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 家具転倒防止策普及啓発事業用　家具転倒防止器具（阿倍野区役所）の買入にかかる経費の支出について
1,436,292

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業用培養土等の購入にかかる経費の支出について
34,398

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立阿倍野区民センター管理運営業務委託料の支出について（第３四半期）
10,350,394

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月16日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 負担金、補助及交付金　分担金 第4回あべのあきないロードにかかる区役所分担金の支出について
420,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業に関わる講師謝礼の支払いについて（平成２６年４～８月分）
54,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 阿倍野区英語交流事業の経費の支出について（９月分）
490,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 若者が担うまちづくり推進事業用　イベントスタッフ育成研修、イベント企画・運営にかかる経費の支出について（10～12月分）
686,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成２６年度阿倍野区広報紙新聞折込業務にかかる経費の支出について（１０月号）
424,606

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業にかかる（９月分）水道料金の支出について
2,743

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業にかかる（９月分）水道料金の支出について
1,701

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整課（企画調整）用事務用品購入経費の支出について
2,743

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整課（企画調整）用事務用品購入経費の支出について
44,301

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整課（企画調整）用事務用品購入経費の支出について
16,308

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整課（企画調整）用事務用品購入経費の支出について
7,344

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「あべのつながりフェスタ」ポスター作成にかかる支出について
93,420

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 あべのつながりフェスタにかかる賠償責任保険料の支出について
5,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 家具転倒防止策普及啓発事業用　家具転倒防止板の買入にかかる経費の支出について
189,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 街づくり担当用電話料金の支出について（平成26年9月分）
12,056

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区防災事業用　電球型LEDライトキーホルダーの買入にかかる経費の支出について
307,152

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度新聞未購読世帯への阿倍野区広報紙「広報あべの」配付業務にかかる経費の支出について（１０月号）
57,843

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度阿倍野区役所窓口案内業務にかかる経費の支出について（９月分）
238,787

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業に関わる講師謝礼の支払いについて（平成２６年９月分）
72,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２６年９月分）
485

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２６年９月分）
4,161

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 交通安全運動の推進事業外１事業にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
574

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 交通安全運動の推進事業外１事業にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
21,573

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 家具転倒防止策普及啓発事業外１事業にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
30,969

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２６年９月分）
246

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 家具転倒防止策普及啓発事業外１事業にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
120

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２６年９月分）
1,500

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２６年９月分）
67,221

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の資金前渡の支出について（平成２６年１０月分）
50,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の資金前渡の支出について（平成２６年１０月分）
450,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる１０月分歳出還付資金（一般分）の資金前渡の支出について
20,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる１０月分歳出還付資金（退職被保険者等分）の資金前渡の支出について
10,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成26年９月分）②
246,467

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年10月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 区民サービス課（保険管理）における市内出張交通費（９月分）の支出について
1,960

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年10月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成26年９月分）③
324,081

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年度区民サービス課（戸籍）事務用官製はがき・切手の購入にかかる経費の支出について
18,600

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年10月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成26年10月分）
300,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年10月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる保険料過誤納金の還付について（一般）
232,023

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２６年１０月分）
219,145
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阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２６年１０月分）
45,555

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２６年１０月分）②
309,459

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２６年１０月分）②
14,515

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる保険料過誤納金の還付について（一般）
324,111

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
7,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
103,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
53,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険管理）事務用後納郵便料の支出について（平成２６年９月分）
311,959

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
97,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
58,094

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年９月）
463,760

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の診療費等にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年９月）
12,370

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所事業にかかる阪南保育所消耗品費の資金前渡金支出について（平成２６年１０月分特別保育用）
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育事業にかかる高松保育所及び阪南保育所消耗品費の資金前渡金支出について（平成２６年１０月分通常保育用）
60,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 健康教育事業(キラキラママの元気講座)講師報償金の支出について
8,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費等の支給について（平成26年８月25日申請受付平成25年11月、12月及び平成26年１月、２月、３月利用分）
11,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費等の支給について（平成26年８月25日申請受付平成25年11月、12月及び平成26年１月、２月、３月利用分）
11,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成２６年度全国生活保護査察指導員研修会への参加にかかる出張旅費の支出について
37,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年９月）
14,360

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度ピアカウンセリング（9月分）の講師謝礼の支出について
12,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
22,896

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
26,179

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年９月）
15,680

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年９月）
39,792

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当の支払いについて（平成２６年６月分）
20,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
47,050

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
71,131

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年９月）
13,980

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の検診料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年９月）
6,640

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２６年９月）
195,132

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度子育てカウンセリング事業専門相談にかかる報償金の支出について（９月分）
142,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
143,931

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
57,798

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
40,132

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
63,477

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
23,779

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
45,797

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 離乳食指導用フードモデルの購入にかかる経費の支出ついて
55,404

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年９月）
88,869

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年９月）
5,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２６年９月分）
3,034

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２６年９月分）
2,241

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２６年９月分）
5,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２６年９月分）
1,540

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２６年９月分）
3,280

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２６年９月分）
4,557

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年５月分③）の支出について
480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年５月分②）の支出について
5,080
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２６年９月分）
450

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
55,439

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
67,700

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
154,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護福祉用具等にかかる介護扶助費の支出について（平成２６年９月）
33,534

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
11,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２６年１０月）
386,920

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護の就労自立給付金にかかる措置扶助費の支出について（平成２６年９月）
94,826

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２６年９月分）
1,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年５月分③）の支出について
480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年５月分）の支出について
560

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険事業にかかる住宅改修理由書作成費（平成２６年８月分）の支出について
14,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見開始の審判請求に係る診断書作成料金の支出について
5,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 後見人等の報酬の助成に係る費用の支出について
351,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１０月）
191,427

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
155,161

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の長期入院患者の診療報酬請求書にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
44,640

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
19,657

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
18,586

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
13,750

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 認定審査会用茶代の支出について（平成26年9月19日以降分)
36,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
14,085

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
14,310

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費等の支給について（平成26年８月14日申請受付平成26年５月利用分）
909

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
234,563

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費等の支給について（平成25年12月25日申請受付平成25年７月、平成25年８月、平成25年10月利用分）
6,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費等の支給について（平成26年４月９日申請受付平成26年２月利用分及び、平成26年７月２日申請受付平成26年３月利用分）
4,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費等の支給について（平成26年８月14日申請受付平成26年５月利用分）
225

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費等の支給について（平成25年12月25日申請受付平成25年７月、平成25年８月、平成25年10月利用分）
6,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
20,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
21,169

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費等の支給について（平成26年４月９日申請受付平成26年２月利用分及び、平成26年７月２日申請受付平成26年３月利用分）
4,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
71,965

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
18,230

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
16,350

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
87,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
127,355

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１０月）
74,830

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２６年１０月）
224,020

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度子育てカウンセリング事業一時保育にかかる報償金の支出について（９月分）
18,040

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度発達障がいサポート事業サポーターにかかる報償金の支出について（９月分）
238,680

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康展等事業用物品の購入にかかる経費の支出ついて
3,100

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康展等事業用物品の購入にかかる経費の支出ついて
47,876

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 あべのウォークPart16ポスターの印刷経費の支出について
8,640

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成26年9月分）
2,640

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成26年9月分）
8,920
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１０月）
41,036

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
14,050

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
8,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
1,080

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
13,180

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
2,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
4,740

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
920

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
420

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談における歯科衛生士の報償金の支出について（９月２９日実施分）
31,190

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 健康展等事業用物品の購入にかかる経費の支出ついて
734

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 健康展等事業用物品の購入にかかる経費の支出ついて
3,332

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務にかかる市内出張交通費の支出について（９月分）
520

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度不登校児などの居場所づくり事業にかかる報償金の支出について（９月分）
102,780

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当の支払いについて（平成２５年２月から平成２５年５月分）
20,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当の支払いについて（平成２５年６月から平成２６年３月分）
50,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉事業にかかる平成26年度母子福祉貸付金（第3四半期）の支出について
1,469,850

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉事業にかかる平成26年度母子福祉貸付金（第3四半期）の支出について
159,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉事業にかかる平成26年度寡婦福祉貸付金（第2・3四半期）の支出について
270,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 高齢者権利擁護推進事業におけるパネル作成に係る経費の支出について
25,920

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 高齢者権利擁護推進事業におけるパネル作成に係る経費の支出について
40,608

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
19,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２６年１０月）
242,080

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
24,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１０月）
341,920

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 乳幼児発達相談体制強化事業にかかる心理相談員の報償金の支出について（９月分）
224,700

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 あべのちょこっとウォーキング市民活動行事保険料（10月25日実施分）の支出について
3,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の妊娠検査料にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１０月）
6,855

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２６年１１月定例・随時払分）
30,200,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２６年１１月定例・随時払分）
15,500,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護の火災保険料にかかる住宅扶助費の支出について（平成２６年１０月）
16,590

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２６年１１月定例・随時払分）
350,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
48,150

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２６年１１月定例・随時払分）
150,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２６年１１月定例・随時払分）
600,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２６年１０月）
219,924

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 保健事業（精神保健福祉）にかかる報償金（9月分）の支出について
10,320

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる業務委託料の支出について（保育ママ　あおぞら　平成26年9月分）
1,107,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる業務委託料の支出について（保育ママ　なかよしルーム阿倍野　平成26年9月分）
570,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる業務委託料の支出について（Four Leaf 平成26年9月分）
1,111,250

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者にかかる医療助成費の支出について（平成２６年１０月支払分）
1,289,001

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成に係る一部負担金相当額等一部助成費の支出について（平成２６年１０月支払分）
474,210

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の給食費にかかる教育扶助費の支出について（松虫中・平成２６年９月分）
16,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費等にかかる教育扶助費の支出について（丸山小・平成２６年９月分）
97,071

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（昭和中・平成２６年９月分）
36,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費等にかかる教育扶助費の支出について（阿倍野小・平成２６年９月分）
46,115

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（文の里中・平成２６年９月分）
66,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（阿倍野中・平成２６年９月分）
4,800
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（長池小・平成２６年９月分）
40,223

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（常盤小・平成２６年９月分）
84,564

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（晴明丘小・平成２６年９月分）
35,208

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（苗代小・平成２６年９月分）
31,410

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費等にかかる教育扶助費の支出について（阪南小・平成２６年４～９月分）
255,629

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（阪南中・平成２６年９月分）
119,700

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費等にかかる教育扶助費の支出について（高松小・平成２６年９月分）
95,193

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費等にかかる教育扶助費の支出について（金塚小・平成２６年９月分）
11,389

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
10,070

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
65,048

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成にかかる医療助成費の支出について（平成２６年１０月支払分）
215,058

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭にかかる医療助成費の支出について（平成２６年１０月支払分）
42,577

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所事業に係る高松保育所及び阪南保育所の賄材料費の資金前渡金支出について（平成２６年１０月分）
1,714,020

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
57,380

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
27,760

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
19,330

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
241,916

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
3,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　食育講演会の講師にかかる報償金の支出について
22,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
87,298

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
46,007

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
19,052

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
8,550

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の妊娠検査料にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１０月）
7,170

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１０月）
194,462

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の家財処分にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１０月）
237,060

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１０月）
230,880

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１０月）
20,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１０月）
144,922

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護の住宅維持にかかる住宅扶助費の支出について（平成２６年１０月）
16,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の長期入院患者の診療報酬請求書にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
43,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の時間外訪問看護にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
24,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の検診料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
7,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種医師にかかる報償金の支出について（１０月分）
49,780

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（９月分）
343,280

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年６月分②）の支出について
840

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
46,007

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
188,019

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
49,895

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
200,063

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかるコピー代金の支出について（平成２６年９月分）
33,459

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
22,846

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
65,240

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２６年１０月）
221,976

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年６月分②）の支出について
1,680

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度ピアカウンセリング（10月分）及び就学前勉強会（第４回）の講師謝礼の支出について
25,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 子育てミニニュースの印刷にかかる経費の支出について（１０月号分）
21,060

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
4,456
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
1,080

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２６年９月分）
1,578

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年９月分①）
1,380

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年９月分①）
3,575

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年９月分②）
4,356

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年９月分①）
14,721

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
4,384

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
19,297

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,205

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
193,752

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
56,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２６年９月分）
13,704

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年９月分①）
34,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
67,762

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
326,946

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護福祉用具にかかる介護扶助費の支出について（平成２６年１０月）
14,662

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２６年１０月）
216,576

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
1,439

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
1,018

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
246

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
1,476

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
984

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
3,254

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
574

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年９月分①）
23,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
638

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
12,878

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
35,721

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
6,545

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
2,132

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（９月分）
49,780

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
18,090

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
9,053

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
1,937

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
76,449

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用乾式電子複写機複写料の支出について（９月分）
3,755

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
26,501

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年度１０月分　国民健康保険事業にかかる葬祭費の支払準備金の支出について
50,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年度１０月分　国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支払準備金の支出について
500,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金（一般）平成２６年１０月分の支払資金の支出について
50,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金（退職)平成２６年１０月分の支払資金の支出について
10,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 平成２６年度９月分　国民健康保険事業高額療養費の支出について
16,878

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　一般　10月分）
108,390

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　退職　10月分）
7,068

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年10月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　一般　10月分）
87,479

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年10月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年度９月分　国民健康保険事業葬祭費の支出について
300,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年10月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年度９月分　国民健康保険事業出産育児一時金の支出について
2,059,580

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民登録グループ用住居表示事務消耗品等購入費の支出について
70,092
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住之江区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業における口座振替推奨にかかる物品購入の支出について
323,784

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年10月22日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　一般　10月分）
238,349

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 平成２６年８月・９月分　国民健康保険事業にかかる市内出張交通費の支出について
2,360

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
84,998

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
236,242

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
521,470

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成26年度9月分国民健康保険療養費（一般分）の支出について
467,445

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成26年度9月分国民健康保険療養費（退職分）の支出について
32,057

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
85,721

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
8,178

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（９月分）
12,460

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年10月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年度１０月分　国民健康保険事業にかかる葬祭費の支出について
500,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年10月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年度１０月分　国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支出について
1,388,770

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍・住民登録グループ用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（9月分）
8,574

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　一般　10月分）
145,183

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年７月～８月分）
2,710

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年７月～８月分）
560

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年７月～８月分）
1,680

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年７月～８月分）
480

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年７月～８月分）
560

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年７月～８月分）
420

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年７月～８月分）
600

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年７月～８月分）
3,420

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（１０月分）
10,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立御崎保育所消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（１０月分）
10,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立御崎保育所消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（１０月分）
30,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（１０月分）
30,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年７月～８月分）
1,530

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求にかかる診断書料の支出について（H26-NO.99)
8,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 高齢者福祉月間用記念品の購入経費の支出について
25,110

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度８月分　障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
2,942,383

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修給付費（住之江区申第２号）にかかる経費の支出について
265,499

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費にかかる経費の支出について
2,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求にかかる診断書料の支出について（H26-No.96）
3,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 各種保健事業用市内出張交通費の支出について（７・８月分）
1,520

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業用市内出張交通費の支出について（７・８月分）
8,434

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（９月分）
12,960

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払資金繰入金の支出について（９月分）
14,722

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払資金繰入金の支出について（９月分）
5,994

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払資金繰入金の支出について（９月分）
430

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費の支出について
186,087

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一負助成費の支出について
130,316

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業用市内出張交通費の支出について（７・８月分）
2,510

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（９月分）
788

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払資金繰入金の支出について（９月分）
8,200

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
154,883

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費の支出について
33,697

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（９月分）
1,404
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住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（９月分）
4,428

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払資金繰入金の支出について（９月分）
3,880

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払資金繰入金の支出について（９月分）
3,400

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（高齢・介護保険）市内出張交通費の支出について（平成２６年８・９月分）
480

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務にかかる総合福祉（五法）システム用プリンタートナーカートリッジ購入経費の支出について
22,436

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修給付費（住之江区申第３号）にかかる経費の支出について
300,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務にかかる総合福祉（五法）システム用プリンタートナーカートリッジ購入経費の支出について
1,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（高齢・介護保険）市内出張交通費の支出について（平成２６年８・９月分）
1,080

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費にかかる経費の支出について
2,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（９月分）
2,052

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費の支出について
16,078

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費の支出について
18,160

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（９月分）
3,021

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（９月分）
174

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（９月分）
164

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（９月分）
9,216

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（９月分）
246

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（９月分）
82

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（９月分）
11,970

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（９月分）
21,216

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２６年９月分）の支出について
109,454

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２６年９月分）の支出について
22,908

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（９月分）
1,722

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２６年９月分）の支出について
575

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２６年度乳幼児健診等報償金の支出について（８月分）
10,819

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成26年度発達障がいサポート事業にかかる傷害保険等保険料及び振込手数料の支出について（平成26年10月登録分）
80

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成26年度発達障がいサポート事業にかかる傷害保険等保険料及び振込手数料の支出について（平成26年10月登録分）
1,300

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
2,360

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
1,250

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
17,200

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
15,070

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
724,450

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
380

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
2,690

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成26年9月分　社会復帰相談事業（家族教室）講師料の支出について
10,360

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
1,580

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
12,410

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
72,350

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
37,547

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
38,380

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
15,500

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
11,790

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度発達障がいサポーター活動報償金の支出について（９月分）
399,160

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（９月分）
9,616

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費（ストマ等）の支出について（代理受領方式）
2,753,798

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業（保育ママ）業務委託にかかる支出について（ひだまり　９月分）
566,100

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業（保育ママ）業務委託にかかる支出について（すみのえ　９月分）
598,990

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立北加賀屋保育所及び御崎保育所にかかる賄材料費の支出について（１０月分）
1,767,100
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住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 ５母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第３四半期）
150,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 ４母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第３四半期）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 ９母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第３四半期）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 １母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第３四半期）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 １０母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立高校・第３四半期）
105,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 １３母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・後期）
324,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 １１母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・後期分）
300,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 ２母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第３四半期）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 ７母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立専修学校・第３四半期）
31,875

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 ３母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第３四半期）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 ６母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第３四半期）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 ８母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第３四半期）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 １２母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第３四半期）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 １４母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第３四半期）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（高齢・介護保険）業務におけるコピー代金等の支出について（９月分）
5,209

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２６年９月分）
3,410

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２６年９月分）
11,780

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２６年９月分）
3,980

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２６年９月分）
2,190

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成26年度発達障がいサポート事業にかかる傷害保険等保険料及び振込手数料の支出について（平成26年10月31日登録分）
80

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成26年度発達障がいサポート事業にかかる傷害保険等保険料及び振込手数料の支出について（平成26年10月31日登録分）
2,600

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成26年度身体・知的障がい者相談員にかかる報償金の支出について（平成26年4月～平成26年9月）
34,200

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成26年度身体・知的障がい者相談員にかかる報償金の支出について（平成26年4月～平成26年9月）
57,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費の支出について
1,204,925

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一負助成費の支出について
269,609

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年度　ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（９月分）
99,560

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員活動費（平成26年7月～9月期）の支出について
3,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
220,115

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費の支出について
11,286

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２６年度乳幼児健診等報償金の支出について（９月分）（南港）
137,050

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２６年度乳幼児健診等報償金の支出について（９月分）（分館）
305,790

住之江区役所 保健福祉課 平成26年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 １５母子福祉貸付金の支出について（修業資金・前期分）
408,000

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所庁舎及び住之江区民ホール清掃業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
299,310

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災・防犯業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（８月分）
3,581

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月03日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 負担金、補助及交付金　補助金 住之江区校庭等の芝生化事業補助金の支出について（大阪市立平林小学校芝生化実行委員会）
5,300,000

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 証明書発行システム用回線使用料（８月分）の支出について
7,630

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター分館専用回線用ひかり電話使用料（８月分）の支出について
63,377

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（８月分）にかかる支出について
6,998

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 すみのえアート・ビート事業における分担金の支出について
2,500,000

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 市民協働型自転車利用適正化事業「Ｄｏ！プラン」（啓発指導員配置及び協議会運営業務）業務委託料8月分の支出について
579,655

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 住之江区役所法律相談等業務にかかる相談料の支出について（７～９月分）
16,200

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 電子レジスターにかかる保守点検業務にかかる経費の支出について（平成２６年４月～７月分）
22,852

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年７～９月分市内出張交通費等の支出について
62,770

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（９月分）の支出について
1,500

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（９月分）の支出について
16,675

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（９月分）の支出について
12,960

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（９月分）の支出について
2,757

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（９月分）の支出について
6,476



平成26年度（平成26年10月）　公金支出情報
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住之江区役所 政策推進室 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（９月分）の支出について
738

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（９月分）の支出について
1,200

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（９月分）の支出について
432

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住之江区のブランディングにかかる電気設備・使用料の支出について
480

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 災害時の動員による参集にかかるタクシー代立替払いの支出について
3,800

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所庁舎及び住之江区保健福祉センター分館から排出する産業廃棄物収集・運搬及び処理業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
13,834

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 住之江区のブランディングにかかる電気設備・使用料の支出について
11,880

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 新たな地域防災の担い手となる中学生の防災意識を高めるための家庭科実習用防災頭巾の買入費用の支出について
65,232

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２６年９月分）
5,986

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２６年９月分）
5,904

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２６年９月分）
726

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２６年９月分）
164

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２６年９月分）
140

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 保健福祉センター分館機械警備業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
41,040

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所窓口案内サービス事業にかかる経費の支出について（９月分）
567,273

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直用寝具借入業務にかかる経費の支出について（９月分）
9,504

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）賃貸借にかかる経費の支出について（９月分）
5,076

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎維持管理用スポット式クーラー及び気化式冷風機の借入にかかる経費の支出について
318,600

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 事務参考用朝日新聞及び日本経済新聞の購読経費の支出について（平成２６年４月～９月分）
51,276

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 南港ポートタウンサービスコーナー清掃業務委託にかかる経費の支出について（９月分　日常清掃）
22,680

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区保健福祉センター分館清掃業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
72,792

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（住之江区役所）一式（平成２６年３月借入分）　長期借入にかかる経費の支出について（２６年９月分）
167,859

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（９月分）にかかる支出について
6,998

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区長応接室設置用ケーブルテレビ使用料（９月分）の支出について
3,340

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙啓発事務・選挙人名簿調製事務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
82

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙啓発事務・選挙人名簿調製事務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
7,424

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区制40周年事業推進ディレクターの報償金の支払いについて（9月分）
101,625

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住之江区地域防災リーダー装備品買入費用の支出について
747,360

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住之江区広報紙「さざんか」（平成２６年１０月号）企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
334,365

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍グループ事務用後納郵便代金（９月分）の支出について
176,880

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所庁舎及び住之江区保健福祉センター分館から排出する一般廃棄物収集・運搬業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
44,172

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区広報紙「さざんか」（平成２６年１０月号）企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
118,800

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 自動ドア保守点検業務にかかる経費の支出について（平成２６年４月～９月分）
94,500

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年経済センサス‐基礎調査及び平成26年商業統計調査にかかる調査員への報償金の支払いについて
52,260

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小学生の学習意欲向上支援事業用参考図書の購入にかかる経費の支出について
57,486

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事務用後納郵便代金（９月分）の支出について
1,640

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事務用後納郵便代金（９月分）の支出について
164

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴを活用した防災システムの開発運用事業用　データ通信代（ＫＤＤＩ）の支払いについて（９月分）
22,159

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事務用後納郵便代金（９月分）の支出について
2,378

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト用　携帯電話代の支払いについて（９月分）
5,193

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴを活用した防災システムの開発運用事業用　データ通信代（ＳｏｆｔＢａｎｋ）の支払いについて（９月分）
19,980

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事務用後納郵便代金（９月分）の支出について
1,186

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 経済センサス基礎調査及び商業統計調査にかかる後納郵便代金（９月分）の支出について
194

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務事務用後納郵便代金（９月分）の支出について
3,936

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務事務用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（９月分）
75,341

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 南港ポートタウンサービスコーナー用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（９月分）
622

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 こども学習サポート事業労働者派遣業務にかかる経費の支出について（平成26年9月分）
302,058

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所庁舎及び住之江区民ホール清掃業務委託について（９月分）
299,310
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住之江区役所 政策推進室 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「住之江区広報紙さざんか」（平成26年10月号）製作業務（概算契約）にかかる経費の支出について
42,435

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（住之江区）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
13,107

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　図書購入費 事務参考用地方財務実務提要の購入経費の支出について（追録番号５１７－５１８）
4,526

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（９月分）について
24,012

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区広報紙「さざんか」の配布業務及び配布先宅の見守り業務（概算契約）にかかる経費の支出について（平成26年10月号）
505,494

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（９月分）について
60,912

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（９月分）について
127,441

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 豊かなコミュニティとマルチパートナーシップ等形成促進事業にかかる委託料の支出について(下半期分)
6,737,145

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区制40周年事業推進ディレクターの報償金の支払いについて（8月追加分）
14,435

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災・防犯業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（９月分）
3,733

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴを活用した防災システムの開発運用事業用　データ通信代（ＮＴＴ）の支払について（９月分）
18,627

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター分館専用回線用ひかり電話使用料（９月分）の支出について
63,674

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 証明書発行システム用回線使用料（６月３０日分・７月・９月分）の支出について
15,298

住之江区役所 政策推進室 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立住之江会館管理運営業務委託にかかる経費の支出について（第一四半期）
5,117,560

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
66,391

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
26,600

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
372,083

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
378,360

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
86,400

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
22,800

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護報酬の支出について
79,615

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
362,351

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
32,840

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
3,000

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における妊娠中絶処置費用の支出について
80,040

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
67,880

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
164,800

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
27,071

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
94,730

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
8,240

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
297,463

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
2,160

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
12,000

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
12,690

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
163,450

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
81,100

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
124,200

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
23,360

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
37,970

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
685,528

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
349,380

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
255,780

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護報酬の支出について
3,520

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
17,560

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
5,400

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
15,500

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
10,000
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住之江区役所 生活支援課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
800

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（９月分）
401,646

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（９月分）
172,146

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（９月分）
32,149

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
46,980

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（１１月払い分）
29,442,862

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
246,240

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
345,435

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（１１月払い分）
17,175,797

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
1,773,032

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
253,487

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（１１月払い分）
860,230

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
5,238

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
14,355

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
69,800

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
2,160

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（１１月払い分）
600,000

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（１１月払い分）
873,700

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
1,234,235

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
110,221

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
10,824

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
20,180

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
420

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
20,540

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
310,270

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
118,692

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
66,000

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
23,760

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
41,040

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
359,326

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
30,680

住之江区役所 生活支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
380,440

住吉区役所 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課業務用出張交通費の支出について（８月分）
20,538

住吉区役所 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用消耗品(業務用ゴミ袋)買入の実施と同経費の支出について
10,540

住吉区役所 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用電気料金の支出について（９月請求分）
2,028,849

住吉区役所 総務課 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 災害時の動員による参集にかかる出退勤用タクシー代の支出について
5,800

住吉区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２６年経済センサス－基礎調査及び平成２６年商業統計調査にかかる指導員報酬の支出について
277,450

住吉区役所 総務課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（８月分）
1,995

住吉区役所 総務課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（８月分）
10

住吉区役所 総務課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿日直寝具借入（長期継続）にかかる経費の支出について（９月分）
9,072

住吉区役所 総務課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区役所）一式　長期借入（９月分）
190,427

住吉区役所 総務課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（住吉区）一式　長期借入の実施及び同経費の支出について（９月分）
5,978

住吉区役所 総務課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区）一式長期借入（９月分）
13,107

住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理用出張交通費の支出について（７月～９月分：他課分）
3,010

住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度７・８月開催各種会議にかかる会議録作成業務の実施及び同経費の支出について
377,622

住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所産業廃棄物収集運搬及び処分業務の実施と同経費の支出について（９月分）
34,830

住吉区役所 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
3,618

住吉区役所 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
8,448
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住吉区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（９月分）
232,627

住吉区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（９月分）
119,677

住吉区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市住吉区役所一般廃棄物収集運搬業務委託の実施と同経費の支出について(９月分)
13,214

住吉区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所窓口案内等業務委託（長期継続契約）経費の支出について(9月分)
265,500

住吉区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙常時啓発用クリアファイルの購入及び経費の支出について
133,920

住吉区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区長用携帯端末にかかる通信用電話料金の支出について（９月分）
4,030

住吉区役所 総務課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 区長災害用住宅にかかる賃借料（１１月分）の支出について
58,000

住吉区役所 総務課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用大阪日日新聞の経費の支出について（７～９月分）
6,150

住吉区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用デジタル印刷機用マスター（純正）の買入及び同経費の支出について
149,040

住吉区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区民センター施設管理業務にかかる業務代行料の支出について（第２四半期）
13,125,700

住吉区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務委託料の支出について(９月分)
588,579

住吉区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務委託料の支出について(９月分)
5,421

住吉区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度住吉区役所接遇研修業務にかかる受託者選定委員報償金の支出について（２名分）
26,190

住吉区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用産経新聞の買入にかかる経費の支出について（７～９月分）
12,111

住吉区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用モノクロプリンター用ドラム／トナーカートリッジ（純正品）ほか11点（住吉区役所）買入経費の支出について
2,585,520

住吉区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（９月分）
24,634

住吉区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用消耗品(日本国旗・大阪市旗)買入にかかる経費の支出について
51,084

住吉区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用電気料金の支出について（１０月請求分）
1,850,213

住吉区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 住吉区役所汚水槽バキューム吸引工事にかかる経費の支出について
51,840

住吉区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用等後納郵便料金の支出について(９月分)
3,115

住吉区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用電話料金の支出について（９月分）
21,084

住吉区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用電話料金(市民局証明書発行システム分)の支出について（９月分）
7,649

住吉区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区民センター自動扉開閉装置保守点検業務委託の経費の支出について（第2四半期）
72,900

住吉区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所自動扉開閉装置保守点検整備業務の経費の支出について（第２四半期）
64,800

住吉区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用等後納郵便料金の支出について(９月分)
12,165

住吉区役所 地域課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全こども見守り事業　「こども１１０番の家」の旗買入経費の支出について
77,760

住吉区役所 地域課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業　街頭犯罪防止啓発用のぼり旗「自転車盗」外１点の買入経費の支出について
73,440

住吉区役所 地域課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業　小口支払い基金の繰入について（９月分）
24,466

住吉区役所 地域課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花さかスミちゃんボランティア事業用　小口支払基金の繰入について
2,008

住吉区役所 地域課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 地域安全防犯対策事業　小口支払い基金の繰入について（９月分）
7,754

住吉区役所 地域課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 放置自転車対策用　小口支払基金の繰入について（9月分）
3,612

住吉区役所 地域課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 地域安全防犯対策事業　小口支払い基金の繰入について（９月分）
5,216

住吉区役所 地域課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住吉区花づくり広場　水道料金の支出について（９月分）
923

住吉区役所 地域課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住吉区花づくり広場　水道料金の支出について（９月分）
1,549

住吉区役所 地域課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課事務用コピー代金の支出について（９月分）
24,153

住吉区役所 地域課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラにかかる電気代の支出について（９月分）　＜平成25年度設置分＞ （NO.1～4、6、10、11、13～16、20～24、26～34）
7,502

住吉区役所 地域課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策事業にかかる通信費支出について（９月分）
5,419

住吉区役所 地域課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域課市内出張交通費の支出について（９月分）
11,900

住吉区役所 地域課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業　啓発用「結束バンド外７点」買入経費の支出について
53,388

住吉区役所 地域課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課郵送代の支出について（９月分）
3,600

住吉区役所 住民情報課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課（窓口側、住民登録・戸籍）事務用コピー代金の支出について（８月分）
5,008

住吉区役所 住民情報課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課（事務室側、住民登録・戸籍）事務用コピー代金の支出について（８月分）
4,247

住吉区役所 住民情報課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報課（住民登録・戸籍）事務用後納郵便料金（８月分）
122,548

住吉区役所 住民情報課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報課（住民登録・戸籍）事務用後納郵便料金（７月分）
141,490

住吉区役所 住民情報課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課事務用消耗品（板目表紙外７点）費の支出について
12,536

住吉区役所 住民情報課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 住民情報課（住民登録・戸籍）市内出張交通費（９月分）の支出について
10,030

住吉区役所 住民情報課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課（窓口側、住民登録・戸籍）事務用コピー代金の支出について（９月分）
4,206

住吉区役所 住民情報課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課（事務室側、住民登録・戸籍）事務用コピー代金の支出について（９月分）
4,623
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住吉区役所 住民情報課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報課（住民登録・戸籍）事務用後納郵便料金（９月分）
137,418

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
516,254

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
737,153

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
15,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
331,054

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 公立保育所用消耗品費（特別保育用）の支出について（１０月分）
30,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査等報償金の支出について（平成２６年８月分）
11,160

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査等報償金の支出について（平成２６年８月分）
617,380

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所用消耗品費（通常保育用）の支出について（１０月分）
150,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課業務にかかる消耗品費の支出について
20,779

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
193,261

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
317,833

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
273,528

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
102,494

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て支援情報提供事業（子育て支援・虐待予防研修会）における講師への報償金の支出について
10,400

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
34,190

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
397,398

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
16,142

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
85,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
169,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
181,830

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
73,351

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
15,800

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
218,538

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
41,406

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
42,200

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
8,880

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内出張交通費の支払について（平成２６年６月～７月分）
5,300

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求用診断書作成費の支出について
3,240

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
168,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
10,500

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
64,646

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
38,409

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
39,843

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
106,800

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
43,675

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,400

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
8,777

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
520

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
4,212

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
238,251

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
23,014

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
3,600

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
215,400

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
3,500

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
274,659

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市重度心身障がい者（児）住宅改修費の支出について
174,096

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費助成事業の支出について
45,000
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住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
1,960

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
2,460

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
5,388

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
6,866

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
60,416

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
45,797

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
55,439

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費用医療助成費の支出について（平成２６年９月支給決定分）
1,109,207

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
23,285

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
66,530

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
34,880

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
733,620

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
154,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
44,480

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
25,820

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,400

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
108,800

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
97,714

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費用医療助成費の支出について（平成２６年９月支給決定分）
228,564

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費用医療助成費の支出について（平成２６年９月支給決定分）
295,639

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費用医療助成費の支出について（平成２６年９月支給決定分）
6,016

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
17,490

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
18,026

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種事業報償金の支出について（平成２６年９月分）
74,670

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉事業にかかる講師報償金の支出について（平成２６年９月分）
30,220

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
155,504

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座講師料の支出について（２６年９月分）
48,040

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉担当業務（９月分）小口支払基金の繰入について
22,300

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 保健福祉担当業務（９月分）小口支払基金の繰入について
2,500

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉担当業務（９月分）小口支払基金の繰入について
351

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
43,740

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
6,654

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
59,421

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
134,028

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
4,700

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 保健福祉担当業務（９月分）小口支払基金の繰入について
3,888

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉担当業務（９月分）小口支払基金の繰入について
3,880

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 保健福祉担当業務（９月分）小口支払基金の繰入について
3,400

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査等報償金の支出について（平成２６年９月分）
692,050

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
129,783

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
49,895

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
16,958

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
99,900

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
32,560

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
3,280

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 高齢者支援・介護保険事務用コピー代金の支払いについて(９月分)
9,059
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住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
85,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
148,536

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポーター派遣事業にかかる報償金の支出について（平成２６年９月分）
260,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用コピー代金の支出について（９月分）
15,340

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（９月分）
69,799

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
7,042

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
180,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
49,926

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
221,850

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
179,962

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
66,070

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
250,560

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（９月分）
2,464

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（９月分）
164

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（９月分）
22,995

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（９月分）
2,132

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（９月分）
5,904

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（９月分）
656

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（９月分）
3,890

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（９月分）
164

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（９月分）
26,705

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（９月分）
410

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２６年９月分歯科健康相談事業用報償金の支出について
31,190

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所用賄材料費の支出について（１０月分）
3,611,960

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付用貸付金の支出について（第３四半期）
1,536,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉貸付用貸付金の支出について（第３四半期）
486,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（１階）事務用コピー代金の支出について（９月分）
14,146

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
98,275

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
626,313

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
35,600

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
38,340

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
297,845

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
12,600

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,400

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 健康づくりセミナー「いつでもどこでも＋１０」の報償金の支出について(9月分)
14,440

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費（９、１０月請求分）の支出について
10,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
7,165

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　会費 社会福祉士実習指導者講習会受講料の支出について
15,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用モノクロプリンター用ドラム／トナーカートリッジ（純正品）ほか11点（住吉区役所）買入経費の支出について
26,190

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用モノクロプリンター用ドラム／トナーカートリッジ（純正品）ほか11点（住吉区役所）買入経費の支出について
95,256

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
937

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
4,640

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
1,880

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
9,571

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
50,074
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住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費用医療助成費の支出について（平成２６年１０月支給決定分）
792,300

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
341,678

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
3,150

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
55,439

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
6,503

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
8,502

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
155,710

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
117,348

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,946

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費用医療助成費の支出について（平成２６年１０月支給決定分）
88,387

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費用医療助成費の支出について（平成２６年１０月支給決定分）
1,640

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
1,864

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用モノクロプリンター用ドラム／トナーカートリッジ（純正品）ほか11点（住吉区役所）買入経費の支出について
26,190

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用モノクロプリンター用ドラム／トナーカートリッジ（純正品）ほか11点（住吉区役所）買入経費の支出について
31,752

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 公立保育所用消耗品費（特別保育用）の支出について（１１月分）
30,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年９月受取人払分）
2,047

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
27,594

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
77,491

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
24,629

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
8,757

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）業務にかかる委託料の支出について（平成２６年９月分）
1,091,400

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）業務にかかる委託料の支出について（平成２６年９月分）
1,077,300

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費用医療助成費の支出について（平成２６年１０月支給決定分）
204,153

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用モノクロプリンター用ドラム／トナーカートリッジ（純正品）ほか11点（住吉区役所）買入経費の支出について
25,380

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
40,242

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
4,184

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費用医療助成費の支出について（平成２６年１０月支給決定分）
20,591

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所用消耗品費（通常保育用）の支出について（１１月分）
150,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
4,104

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課(高齢者支援・介護保険)事務用モノクロプリンター用ドラム/トナーカートリッジ(純正品)ほか１１点(住吉区役所)買入経費の支出について
165,380

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課(高齢者支援・介護保険)事務用モノクロプリンター用ドラム/トナーカートリッジ(純正品)ほか１１点(住吉区役所)買入経費の支出について
44,680

住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の市長審判請求用鑑定費用の支出について
100,000

住吉区役所 企画課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度住吉区役所広報紙「広報すみよし」企画・編集業務委託経費の支出について（１０月号）
243,000

住吉区役所 企画課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度点字版「広報すみよし（区政情報）」製作業務委託経費の支出について（１０月号）
130,053

住吉区役所 企画課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度住吉区役所広報紙「広報すみよし」配布業務経費の支出について（平成２６年９月号）
724,135

住吉区役所 企画課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住吉区役所広報紙「広報すみよし」（平成26年５月号～平成27年４月号）概算印刷業務委託経費の支出について（１０月号）
616,809

住吉区役所 企画課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 住吉区区民意識調査業務委託事業者選定委員会にかかる報償金の支出について（1名分）
13,095

住吉区役所 企画課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政サポーターにかかる後納郵便料金（料金受取人払分）の支出について（9月分）
2,328

住吉区役所 教育文化課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 すみよしの魅力ＰＲ業務「竹鶴政孝・リタ展示会」業務委託業者選定委員に対する報償金の支出について
39,285

住吉区役所 教育文化課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 住吉カルチャーとアートの活動推進事業平成26年度新春！かるた大会業務委託業者選定委員に対する報償金の支出について
26,190

住吉区役所 教育文化課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 教育文化課市内出張交通費（８月分）の支出について
8,070

住吉区役所 教育文化課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 すみちゃんエコパートナー事業用小口支払基金の繰入について（９月分）
988

住吉区役所 教育文化課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用（住吉区文化観光振興事業・学校選択制）小口支払基金の繰入について（９月分）
82

住吉区役所 教育文化課 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用（住吉区文化観光振興事業・学校選択制）小口支払基金の繰入について（９月分）
984

住吉区役所 教育文化課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 教育文化課市内出張交通費（７月口座不能分）の支出について
920

住吉区役所 教育文化課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 住吉カルチャーとアートの活動推進事業平成26年度新春！かるた大会業務委託業者選定委員に対する報償金の支出について
13,095

住吉区役所 教育文化課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度住吉区社会教育関連学習会等助成事業講師謝礼の支出について（山之内はぐくみネット）
18,600

住吉区役所 教育文化課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（９月分）
8,586
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住吉区役所 教育文化課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（９月分）
100,962

住吉区役所 保険年金課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の資金前渡について（１０月分）
100,000

住吉区役所 保険年金課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の資金前渡について（１０月分）
2,100,000

住吉区役所 保険年金課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業収納事務用歳出還付金支払資金の支出について（１０月分・一般及びマル退分）
100,000

住吉区役所 保険年金課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業収納事務用歳出還付金支払資金の支出について（１０月分・一般及びマル退分）
10,000

住吉区役所 保険年金課 平成26年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（９月分）
300,948

住吉区役所 保険年金課 平成26年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（９月分）
150,000

住吉区役所 保険年金課 平成26年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支給について（９月分）
197,600

住吉区役所 保険年金課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金課一般事務用コピー代金の支出について（８月分）
9,645

住吉区役所 保険年金課 平成26年10月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用保険料還付金の支出について（歳出・一般）
567,363

住吉区役所 保険年金課 平成26年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険用高額療養費の支出について（９月分）
24,349

住吉区役所 保険年金課 平成26年10月22日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（１０月分）
292,517

住吉区役所 保険年金課 平成26年10月22日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（１０月分）
200,000

住吉区役所 保険年金課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険出張旅費の支出について（9月分）
1,500

住吉区役所 保険年金課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険出張旅費の支出について（7月分）
240

住吉区役所 保険年金課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用還付金の支出について（歳出・一般）
116,646

住吉区役所 保険年金課 平成26年10月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 後期高齢者医療出張旅費の支出について（7月分）
790

住吉区役所 保険年金課 平成26年10月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（１０月分）
350,000

住吉区役所 保険年金課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（１０月分）
215,591

住吉区役所 保険年金課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（１０月分）
450,000

住吉区役所 保険年金課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金課一般事務用モノクロプリンター用ドラム／トナーカートリッジ（純正品）ほか11点（住吉区役所）買入経費の支出について
77,760

住吉区役所 保険年金課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(９月分)の支出について
7,957

住吉区役所 保険年金課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金課一般事務用モノクロプリンター用ドラム／トナーカートリッジ（純正品）ほか11点（住吉区役所）買入経費の支出について
338,040

住吉区役所 保険年金課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(９月分)の支出について
165,355

住吉区役所 保険年金課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険料収納事務用後納郵便料金の支出について（９月・後納）
4,322

住吉区役所 保険年金課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(９月分)の支出について
94,138

住吉区役所 保険年金課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険料収納事務用後納郵便料金の支出について（９月・後納）
677,404

住吉区役所 保険年金課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業収納事務用後納郵便料金の支出について（９月分・受払）
65,663

住吉区役所 保険年金課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 保険年金課一般事務用モノクロプリンター用ドラム／トナーカートリッジ（純正品）ほか11点（住吉区役所）買入経費の支出について
77,760

住吉区役所 保険年金課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(後期)事務用後納郵便料金(９月分)の支出について
165,274

住吉区役所 保険年金課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(後期)事務用後納郵便料金(９月分)の支出について
5,282

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
46,800

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
45,880

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
396,169

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
16,452

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料の支出について
3,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
323,268

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護事業用住宅扶助費の支出について
47,520

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
351,778

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
216,840

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
1,599,550

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
2,160

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
39,320

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
223,840

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成２６年度全国生活保護査察指導員研修会への参加経費の支出について
37,400

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
273,787

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
170,531

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
291,240
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住吉区役所 生活支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
239,270

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（９月分）
1,101

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（９月分）
5,900

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（９月分）
10,800

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
162,465

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 生活支援課用消耗品（下置書庫他３点）の購入及び同所要経費の支出について
64,044

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
79,960

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
322,792

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
368,578

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
195,601

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護事業用出産扶助費の支出について
15,330

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
108,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
245,300

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
41,880

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
74,760

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員費用弁償の支出について（第２四半期分）
1,625,150

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 児童委員費用弁償の支出について（第２四半期）
1,571,400

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
71,254

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
339,206

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護事業用住宅扶助費の支出について
110,803

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
39,200

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
234,400

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 生活支援課出張旅費の支出について（８～９月分）
3,300

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援課出張旅費の支出について（８～９月分）
7,280

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２６年１１月分生活保護費の支出について（１回目）
43,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２６年１１月分生活保護費の支出について（１回目）
23,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２６年１１月分生活保護費の支出について（１回目）
600,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 平成２６年１１月分生活保護費の支出について（１回目）
100,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
363,100

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２６年１１月分生活保護費の支出について（１回目）
1,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
294,694

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 平成２６年１１月分生活保護費の支出について（１回目）
100,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２６年１１月分生活保護費の支出について（１回目）
1,200,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 平成２６年１１月分生活保護費の支出について（１回目）
300,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
210,385

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
150,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料の支出について
3,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料の支出について
1,500

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
250,447

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事業用コピー代金の支出について（９月分）
33,719

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
42,340

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
31,680

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
1,728,932

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
371,624

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年７、９月分)
355,338

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年９月分)
335,450

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年７～９月分)
387,139

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年７、９月分)
308,981
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住吉区役所 生活支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年５～９月分)
356,398

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年９月分)
364,946

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年５～９月分)
258,236

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年７～９月分)
375,134

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年９月分)
456,818

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護事業用出産扶助費の支出について
4,350

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
224,950

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
3,936

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
656

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課事務用モノクロプリンター用ドラム／トナーカートリッジ（純正品）ほか１１点（住吉区役所）買入経費の支出について
228,420

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
993,061

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
330,551

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
365,706

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
34,220

住吉区役所 生活支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
54,630

東住吉区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　東住吉区役所庁舎屋内用防犯警報機システム買入にかかる経費の支出について
129,492

東住吉区役所 総務課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年経済センサス－基礎調査及び商業統計調査にかかる調査員報酬の支払いについて
4,926,590

東住吉区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用傘ぽん専用傘袋買入にかかる経費の支出について
182,520

東住吉区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用蛍光灯（ラピッドスタート形）買入にかかる経費の支出について
16,740

東住吉区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用蛍光灯（グロースタータ形）買入にかかる経費の支出について
2,592

東住吉区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般管理用可動式パーテーションほか１点買入にかかる経費の支出について
301,320

東住吉区役所 総務課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
5,514

東住吉区役所 総務課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
19,300

東住吉区役所 総務課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
1,421

東住吉区役所 総務課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
2,112

東住吉区役所 総務課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
1,602

東住吉区役所 総務課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
1,800

東住吉区役所 総務課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
360

東住吉区役所 総務課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
820

東住吉区役所 総務課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
360

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
4,337

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
239,477

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
172,065

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
172,353

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
3,717

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
8,184

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
6,326

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
4,468

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
2,478

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
3,098

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
3,848

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
3,098

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
5,707

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
5,087
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東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
204,193

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
161,055

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
5,707

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
4,468

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
5,707

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
220,217

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
148,399

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
6,946

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
165,492

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（平成26年3月31日借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
241,718

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
402,224

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
331,818

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
3,098

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
160,191

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
232,666

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
299,583

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
211,375

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
227,941

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
168,245

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
131,719

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
181,104

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
125,802

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
202,878

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
165,737

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
170,093

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
117,791

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
121,654

東住吉区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（平成26年3月31日借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
3,253

東住吉区役所 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課出張旅費の支出について（平成26年5～7月口座不能分）（総務課事務費）
2,796

東住吉区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年度9月分　後納郵便料について（経済センサス・商業統計調査、受取人払分）
388

東住吉区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年度9月分　後納郵便料の支出について（総務課）
1,126

東住吉区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用大阪市東住吉区役所における窓口案内員業務従事者派遣業務にかかる経費の支出について（９月分）
195,930

東住吉区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区役所外２箇所庁舎清掃業務委託　長期継続（その２）にかかる経費の支出について（９月分）
340,632

東住吉区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　東住吉区役所矢田出張所等機械警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（７月から９月分）
196,425

東住吉区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　東住吉区役所ＡＥＤ（自動体外式除細動器）セット一式長期借入に係る経費の支出について（９月分）
4,620

東住吉区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　東住吉区役所外１箇所　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入に係る経費の支出について（９月分）
6,195

東住吉区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 総務課出張旅費の支出について（平成26年5～8月分）（統計・経済センサス口座不能分）
1,515

東住吉区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年度9月分　後納郵便料の支出について（総務課）
22,324

東住吉区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年度9月分　後納郵便料の支出について（総務課）
164

東住吉区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成26年度9月分　後納郵便料の支出について（総務課）
1,230

東住吉区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 平成26年度9月分　後納郵便料の支出について（総務課）
7,544

東住吉区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　コピー料金の支出について（9月分）
33,077

東住吉区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成26年9月分電話料金の支出について（携帯電話）
1,610

東住吉区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成26年9月分電話料金の支出について（矢田出張所）
6,998
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東住吉区役所 総務課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　コピー料金の支出について（7～9月分）
208,835

東住吉区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分前期）
540

東住吉区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分前期）
18,600

東住吉区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分前期）
16,000

東住吉区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分前期）
1,700

東住吉区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成26年9月分電話料金の支出について（光回線）
327,357

東住吉区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　平成26年9月分電話料金の支出について（市内通話料）
36,688

東住吉区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　固定電話使用料の支出について（平成26年7月～9月分）
375

東住吉区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（10月分前期）
260

東住吉区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分前期）
728

東住吉区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　平成26年7月および9月分電話料金の支出について（証明書発行システム分）
15,430

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
150,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年１０月分国民健康保険葬祭費及び出産育児一時金の支出について
100,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年１０月分国民健康保険葬祭費及び出産育児一時金の支出について
900,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の還付金　10月分支払資金（歳出一般）
50,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の還付金　10月分支払資金（歳出マル退）
20,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成26年度　窓口サービス課（保険年金）にかかるゴム印の購入及び同経費の支出について
5,848

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費の支出について
294,297

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
420,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月08日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について
696,468

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月08日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について
6,829

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
400,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
864

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）市内出張交通費の支出について（８月分）（住民情報担当事務費）
1,380

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料の支出について（住民情報担当事務費）
110,970

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用郵便切手等の購入及び同経費の支出について
10,200

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　窓口サービス課（保険年金）にかかるコピー料金の支払について（７～９月分）
13,556

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　窓口サービス課（保険年金）にかかるコピー料金の支払について（７～９月分）
35,736

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成２６年度　窓口サービス課（保険年金）にかかるコピー料金の支払について（７～９月分）
9,246

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
250,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について
524,846

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について
5,672

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ポストイットほか24点の購入経費の支出について（住民情報担当事務費）
19,796

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成26年度　窓口サービス課（保険年金）にかかる物品の購入及び同経費の支出について
11,980

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成26年度　窓口サービス課（保険年金）にかかる物品の購入及び同経費の支出について
7,006

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２６年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
776

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２６年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
1,046

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２６年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
5,558

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２６年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
119,583

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理）平成２６年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
27,554

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理）平成２６年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
21,232

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２６年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
501,609

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理）平成２６年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
1,358

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２６年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
11,011

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
420,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２６年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
111,272

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２６年度９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
17,082

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２６年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
47,288
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東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２６年度９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
30,886

東住吉区役所 政策推進課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年8月分　市内出張交通費の支出について（政策推進課）
9,126

東住吉区役所 政策推進課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民アンケート事業　後納郵便料の支払いについて（平成26年8月分）
18,236

東住吉区役所 政策推進課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度　東住吉区区政会議第3回区政会議にかかる有識者委員の報償金の支出について
13,095

東住吉区役所 政策推進課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 東住吉区マスコットキャラクターなっぴーの看板の買入にかかる経費の支出について
69,660

東住吉区役所 政策推進課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 東住吉区英語交流事業　サマー・イングリッシュ・キャンプにかかる食事代の支出について
79,482

東住吉区役所 政策推進課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成26年度東住吉英語交流事業の英語文化体験イベント（第1回）にかかる行事保険料の支出について
1,650

東住吉区役所 政策推進課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度東住吉区青少年海外派遣事業にかかる経費の支出について
4,365,833

東住吉区役所 政策推進課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東住吉区英語交流事業　サマー・イングリッシュ・キャンプにかかる使用料の支出について
125,940

東住吉区役所 政策推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東住吉区の広報紙（平成２６年５月号～平成２７年４月号）概算印刷にかかる経費の支出について（平成26年10月号）
469,087

東住吉区役所 政策推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分後納郵便料の支出について（政策推進課）
3,976

東住吉区役所 政策推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分後納郵便料の支出について（政策推進課）
250

東住吉区役所 政策推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分後納郵便料の支出について（政策推進課）
1,440

東住吉区役所 政策推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分後納郵便料の支出について（政策推進課）
2,640

東住吉区役所 政策推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分後納郵便料の支出について（政策推進課）
1,814

東住吉区役所 政策推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成26年10月号）
548,575

東住吉区役所 政策推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度東住吉区区政会議及び部会の議事録作成業務にかかる経費の支出について（その６）
40,824

東住吉区役所 政策推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」の配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成26年10月号）
94,417

東住吉区役所 政策推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「広報東住吉なでしこ（区政情報）」製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成26年10月号）
50,524

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（特別保育用）平成26年10月分の支出について
20,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育用）平成26年10月分の支出について
60,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
212,976

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
68,993

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における妊娠検査料の支出について
21,188

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
216,330

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
16,372

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
216,865

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域親子サロンを利用した養育者の健康診査にかかる講師謝礼の支出について（平成26年8月分）
36,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はつらつ脳活性化元気アップ事業にかかる講師謝礼の支出について（平成26年8月分）
39,520

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
18,580

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
14,881

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
6,707

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
86,250

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
311,256

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
30,182

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
3,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
5,300

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
277,279

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
162,125

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
177,390

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
7,860

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
3,420

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
225,393

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
14,881

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
227,416

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
570,715

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
1,161,626

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
364,915
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東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座にかかる講師謝礼の支出について（平成25年8月分）
10,320

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度東住吉区「みんなの健康展」啓発用物品の買入について
42,390

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
84,896

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
91,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
19,764

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
9,126

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
214,416

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当支払給付費（平成２６年１０月期窓口支払分）の支出について
140,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
66,480

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
9,660

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
17,280

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生活保護業務用ファイルワゴン３段の購入について
87,480

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
198,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
5,184

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成26年度全国生活保護査察指導員研修会参加にかかる旅費の支出について
37,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
395,574

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
16,900

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払について（平成２６年８月分）
5,608

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度９月後半分　小口支払基金の繰入について
18,781

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２６年度９月後半分　小口支払基金の繰入について
8,193

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 平成２６年度９月後半分　小口支払基金の繰入について
3,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度９月後半分　小口支払基金の繰入について
4,100

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 養育者の健康診査事業にかかる血液検査業務委託経費の支出について（第４回中間払い）
71,820

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について
1,844,557

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療（一部負担金相当額一部）助成費の支出について
337,809

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援）出張交通費（８月分）の支出について
1,990

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援）出張交通費（８月分）の支出について
6,358

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
172,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
618,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
120,813

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
17,700

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における長期入院患者にかかる診療報酬の支出について
17,280

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
35,870

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
254,136

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払について（平成２６年８月分）
2,240

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払について（平成２６年８月分）
2,080

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支出について
537,598

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について
222,073

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成26年10月分母子福祉貸付金の支払いについて
398,970

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成26年10月分母子福祉貸付金の支払いについて
306,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成26年10月分母子福祉貸付金の支払いについて
324,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成26年10月分母子福祉貸付金の支払いについて
162,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月10日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成26年10月分寡婦福祉貸付金の支払いについて
295,950

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
52,496

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
90,131

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
89,000
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東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における特養個室利用料の支出について（平成２６年８月分）
50,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
312,755

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
5,210

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
540

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 平成２６年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
2,346

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
2,170

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
920

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
119,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
105,840

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,070

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 平成２６年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
9,743

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
8,260

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 平成２６年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
6,624

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２６年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
1,702

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 平成２６年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
3,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
129,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
26,851

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
167,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
225,396

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 百歳高齢者へ贈呈する祝状用額縁の購入代金の支出について
44,582

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護）事務用品購入代金の支出について
10,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
193,330

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
4,104

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
11,880

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
36,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
31,320

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
73,208

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
24,560

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
343,569

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
52,120

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
35,640

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年９月分ＢＣＧ予防接種事業にかかる報償金の支出について
49,780

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２６年９月分歯科相談にかかる報償金の支出について
62,380

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉講師料平成２６年９月分の支出について
18,560

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護）事務用品購入代金の支出について
1,921

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２６年９月分妊婦教室にかかる報償金の支出について
11,160

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護）事務用品購入代金の支出について
52,908

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 東住吉区保健福祉センター診察衣等洗濯請負にかかる経費の支出について（第５回中間払い）
5,508

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
47,998

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
24,010

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
14,534

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
106,686

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
55,439

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
47,684

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
184,576
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東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
206,188

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
71,012

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
271,096

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
33,148

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
46,007

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
114,074

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
276,587

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
86,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
71,243

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
1,620

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
4,830

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査等にかかる報償金の支出について（平成26年9月分）
474,030

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東住吉区みんなの健康展における食事診断用システム賃借にかかる経費の支出について
1,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
30,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
168,194

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
100,440

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成26年8月分・9月分）の支出について
1,471,425

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成26年9月分）の支出について
251,934

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
28,476

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
67,323

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
142,970

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
177,120

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
160,607

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２６年１１月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
76,000,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２６年１１月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
42,000,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２６年１１月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
800,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
6,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 平成２６年１１月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
50,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２６年１１月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
1,000,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
19,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
12,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
93,050

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 平成２６年１１月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
100,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２６年１１月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
3,000,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 平成２６年１１月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
250,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 地域健康情報発信事業リーフレット印刷にかかる経費の支出について
3,840

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 地域健康情報発信事業リーフレット印刷にかかる経費の支出について
13,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 地域健康情報発信事業リーフレット印刷にかかる経費の支出について
39,900

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分保健担当後納郵便料の支出について
1,404

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
7,547

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）コピー料金の支出について（９月分）
21,931

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
183,498

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
70,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
272,788

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
29,590

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分保健担当後納郵便料の支出について
45

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分保健担当後納郵便料の支出について
18
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東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分保健担当後納郵便料の支出について
7

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分保健担当後納郵便料の支出について
2,736

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分保健担当後納郵便料の支出について
410

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分保健担当後納郵便料の支出について
36,856

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分保健担当後納郵便料の支出について
1,722

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分保健担当後納郵便料の支出について
5,555

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
19,045

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分保健担当後納郵便料の支出について
82

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分保健担当後納郵便料の支出について
19,662

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
948

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分保健担当後納郵便料の支出について
574

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）コピー料金の支出について（７～９月分）
30,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）コピー料金の支出について（７～９月分）
33,294

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）コピー料金の支出について（７～９月分）
20,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）コピー料金の支出について（７～９月分）
10,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）コピー料金の支出について（７～９月分）
20,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
126,833

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
69,120

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成26年7月分・9月分）の支出について
343,904

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護福祉用具購入費の支出について
17,820

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費の支出について（平成26年10月分）
1,680,860

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年７月分～９月分保健福祉課（介護）コピー料金の支出について
21,972

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分前期）
4,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分前期）
2,268

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分前期）
200

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
246

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
4,828

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
13,172

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
49,145

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
2,142

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
31,751

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
623,387

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
15,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
70,922

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
11,944

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
4,393

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
478

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
47,516

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
2,562

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分（2/5件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
2,940

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分（1/5件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
1,455

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
12,628

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
4,485

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
10,204

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
9,604

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
27,138

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分（3/5件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料(料金受取人払)の支出について
5,044

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分保健福祉課（介護保険）後納郵便料の支出について
108,098
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東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分（4/5件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料(料金受取人払)の支出について
4,753

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分（5/5件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料(料金受取人払)の支出について
24,843

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払について（平成２６年９月分）
4,100

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分　ソーシャルワーカー用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（平成26年度コミュニティソーシャルワーク推進（地域生活支援）事業）
2,022

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
3,668

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２６年９月分後納郵便料の支出について
520,954

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２６年９月分料金受取人払郵便料の支出について
98,373

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２６年９月分後納郵便料の支出について
100,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２６年９月分料金受取人払郵便料の支出について
2,892

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
113,770

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
54,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
93,562

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成26年9月分）の支出について
321,331

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における特養個室利用料の支出について（平成２６年９月分）
49,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
9,930

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
14,840

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
11,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
2,320

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
65,160

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
335,283

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
167,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払について（平成２６年９月分）
2,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２６年９月分歯科相談にかかる報償金の支出について
31,190

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払について（平成２６年９月分）
2,920

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（特別保育用）平成26年11月分の支出について
20,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育用）平成26年11月分の支出について
60,000

東住吉区役所 区民企画課 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 クラインガルテン広場「やさいづくり体験塾（秋冬コース）10・11月分」行事保険料の支出について
3,000

東住吉区役所 区民企画課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災リーダーにかかるボランティア保険料の支出について（防災力向上事業）
1,200

東住吉区役所 区民企画課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（8月分）
32,500

東住吉区役所 区民企画課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（8月分）（追加分）
10,000

東住吉区役所 区民企画課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区民企画課　市内出張交通費の支出について（８月分）
11,998

東住吉区役所 区民企画課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 クラインガルテン広場運営にかかる消耗品の購入経費の支出について
19,473

東住吉区役所 区民企画課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業にかかる事務用品の購入経費の支出について
66,318

東住吉区役所 区民企画課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業にかかる啓発用防災用品の購入経費の支出について
48,195

東住吉区役所 区民企画課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 SDメモリーカード他文具3点購入経費の支出について（防犯・交通安全対策事業）
20,049

東住吉区役所 区民企画課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全啓発講習で使用するＤＶＤの購入経費の支出について
10,825

東住吉区役所 区民企画課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 クラインガルテン広場事業にかかる上半期農耕品の購入経費の支出について
388,800

東住吉区役所 区民企画課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業に係る区発達障がいアドバイザーの報償金（９月分）の支出について
12,400

東住吉区役所 区民企画課 平成26年10月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支払いについて（４月～９月分）
28,800

東住吉区役所 区民企画課 平成26年10月21日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 自転車用シリンダー式リング錠購入経費の支出について（街頭犯罪抑止チーム集中投入事業）
70,200

東住吉区役所 区民企画課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム体験事業にかかる講師謝礼の支出について（鷹合小学校）（生涯学習推進事業）
5,000

東住吉区役所 区民企画課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区民企画課　市内出張交通費の支出について（９月分）
9,472

東住吉区役所 区民企画課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入経費の支出について「コピー用紙外２点買入」
20,736

東住吉区役所 区民企画課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 センサーライト用取付バンドの購入経費の支出について（防犯・交通安全対策事業）
20,628

東住吉区役所 区民企画課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入経費の支出について「石灰外１点買入」
36,020

東住吉区役所 区民企画課 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成26年度　郵便物受取人払にかかる後納料金の支出について（9月分）（学校選択制）
79,928

東住吉区役所 区民企画課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年度9月分　地域安全対策用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（防犯・交通安全対策事業）
8,093
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東住吉区役所 区民企画課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業にかかる災害対策本部用リュックの購入経費の支出について
168,739

東住吉区役所 区民企画課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入経費の支出について「作業用軍手外６点買入」
76,680

東住吉区役所 区民企画課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入経費の支出について「ボール整理カゴ外２１点買入」
360,396

東住吉区役所 区民企画課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（9月分）
79,800

東住吉区役所 区民企画課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業にかかるゴム風船等の購入経費の支出について
135,000

東住吉区役所 区民企画課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
1,394

東住吉区役所 区民企画課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
4,525

東住吉区役所 区民企画課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
3,478

東住吉区役所 区民企画課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立東住吉会館管理運営業務にかかる業務代行料の支出について（東住吉会館管理運営）（第２四半期）
5,109,236

東住吉区役所 区民企画課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　東住吉区生涯学習推進事業にかかる発送物配達業務委託(概算契約)経費の支出について（9月分）
1,846

東住吉区役所 区民企画課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
1,500

平野区役所 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用読売新聞の購入経費の支出について（８月分）
4,037

平野区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所乾式複写機使用にかかる経費の支出について（８月分）
204,774

平野区役所 総務課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平野区役所災害対策住宅にかかる電話回線使用料の支出について（26年9月分）
2,768

平野区役所 総務課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平野区事務用市内出張交通費の支出について（７月分）
65,255

平野区役所 総務課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区輪転機用トナーカートリッジの購入にかかる経費の支出について
93,960

平野区役所 総務課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度 平野区役所産業廃棄物収集運搬・処理業務委託にかかる経費の支出について（8月分）
193,613

平野区役所 総務課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平野区事務用市内出張交通費の支出について（７月分）
480

平野区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地方財務実務提要の追録買入（概算契約）にかかる経費の支出について
6,789

平野区役所 総務課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,188

平野区役所 総務課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 平野区役所1階通用門ドアクローザー取替業務の実施及び同経費の支出について
29,160

平野区役所 総務課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,890

平野区役所 総務課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 総務課小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,400

平野区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅にかかる賃料等（１１月分）の支出について
123,000

平野区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区役所瓜破出張所及び加美出張所植栽剪定にかかる経費の支出について
100,440

平野区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用ゴム印の購入にかかる経費の支出について
1,166

平野区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成26年9月分）
85,318

平野区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 長吉・瓜破出張所電気使用にかかる経費の支出について（１０月請求分）
106,211

平野区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 3出張所インターネット使用にかかる経費の支出について（９月分）
20,994

平野区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所庁舎（長吉・瓜破・加美出張所含む）清掃業務委託にかかる経費の支出について（9月分）
714,420

平野区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 長吉・瓜破・加美出張所機械警備にかかる経費の支出について　９月分
27,540

平野区役所 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区役所外3箇所から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（9月分）
17,083

平野区役所 総務課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口案内用スタッフポロシャツ及びジャンパー買入にかかる経費の支出について
39,852

平野区役所 総務課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平野区役所簡易専用水道定期検査業務にかかる経費の支出について
2,700

平野区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用朝日新聞購入経費の支出について（平成26年9月分）
4,037

平野区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用読売新聞の購入経費の支出について（9月分）
4,037

平野区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便にかかる経費の支出について（26年9月分）
3,767

平野区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 瓜破出張所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（26年9月分）
4,512

平野区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 長吉出張所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（26年9月分）
9,988

平野区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 加美出張所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（26年9月分）
8,174

平野区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口案内員及び保健福祉課フロアマネージャー派遣業務にかかる経費の支出について（9月分）
657,720

平野区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成26年9月）
196,540

平野区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用パソコン等賃貸借にかかる経費の支出について（平成26年度9月分）
23,205

平野区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便にかかる経費の支出について（26年9月分）
9,512

平野区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用（受取人払い）後納郵便にかかる経費の支出について（26年9月分）
194

平野区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便にかかる経費の支出について（26年9月分）
492

平野区役所 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便にかかる経費の支出について（26年9月分）
10,560

平野区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成26年度指定都市区長会議の開催にかかる出張について
16,500
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平野区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ３出張所及び平野区役所の市民局証明書発行システムにかかる経費の支出について（10月分）
30,992

平野区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平野区役所専用回線使用にかかる経費の支出について（26年10月分）
66,453

平野区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金（歳出・一般）１０月分支払資金の支出について
300,000

平野区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金（歳出・一般）１０月分支払資金の支出について
10,000

平野区役所 窓口サービス課 平成26年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支給決定及び支出について（一般分）
868,938

平野区役所 窓口サービス課 平成26年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支給決定及び支出について（一般分）
183,852

平野区役所 窓口サービス課 平成26年10月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当平成２６年８月分市内出張交通費の支出について
480

平野区役所 窓口サービス課 平成26年10月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当平成２６年８月分市内出張交通費の支出について
1,560

平野区役所 窓口サービス課 平成26年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（8月分）
39,039

平野区役所 窓口サービス課 平成26年10月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（10月7日支払分）
97,082

平野区役所 窓口サービス課 平成26年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険１０月分保険給付費（出産育児一時金）の支出について
2,730,000

平野区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用ドラムカートリッジの購入及び同所要経費の支出について
181,440

平野区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（10月17日支払分）
307,161

平野区役所 窓口サービス課 平成26年10月22日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（10月22日支払分）
158,016

平野区役所 窓口サービス課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務用運搬費（料金受取人払後納）の支出について（9月分　就学用受取人払含む）
150,875

平野区役所 窓口サービス課 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務用運搬費（料金受取人払後納）の支出について（9月分　就学用受取人払含む）
146,373

平野区役所 窓口サービス課 平成26年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成２６年９月受付分）
1,300,000

平野区役所 窓口サービス課 平成26年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２６年９月受付分）
687,570

平野区役所 窓口サービス課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課送付事務用切手の購入にかかる経費の支出について
79,400

平野区役所 窓口サービス課 平成26年10月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支給決定及び支出について（一般分）
2,475,877

平野区役所 窓口サービス課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 窓口サービス課番号表示盤設備にかかる保守点検業務の所要経費の支出について
27,432

平野区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成26年9月分後納郵便料の支出について
11,709

平野区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当平成２６年９月分市内出張交通費の支出について
2,080

平野区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成26年9月分後納郵便料の支出について
492,003

平野区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当平成２６年９月分市内出張交通費の支出について
3,480

平野区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成26年9月分後納郵便料の支出について
737,449

平野区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 需用費　消耗品費 特定健康診査受診率向上にかかる消耗品の購入及び同経費の支出について
61,371

平野区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成26年9月分後納郵便料の支出について
112,959

平野区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成26年9月分後納郵便料の支出について
60,417

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用アイロンプリントシート購入経費の支出について
33,307

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 災害に強いまちづくり推進事業用プリンター修理見積に伴う運送費の支出について
1,620

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度地域情報発信支援事業公募型プロポーザル審査員にかかる報償金の支出について
48,015

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用白無地タオル（名入れあり）外１点にかかる購入経費の支出について
204,120

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯プロジェクト事業用自転車前かご用ひったくり防止カバー（平野区役所）購入経費支出について
1,868,400

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯プロジェクト事業用防犯カメラ用液晶モニター購入経費支出について
8,910

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用トランシーバー購入経費の支出について
158,760

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年健全育成・非行防止推進事業用　ボールケースほか３点の購入にかかる経費の支出について
22,820

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課小口支払基金の支払について（9月分）
14,040

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課小口支払基金の支払について（9月分）
2,550

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 まちづくり協働課小口支払基金の支払について（9月分）
31,983

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 まちづくり協働課小口支払基金の支払について（9月分）
2,440

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 まちづくり協働課小口支払基金の支払について（9月分）
515

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課小口支払基金の支払について（9月分）
2

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「種から育てる地域の花づくり」支援事業業務用ほうきの購入経費の支出について
3,375

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年10月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 街頭犯罪多発地域における重点パトロール業務用ポケットティッシュ購入経費の支出について
27,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金（平成26年9月分）の支払について
434

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金（平成26年9月分）の支払について
6,830

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金（平成26年9月分）の支払について
492
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平野区役所 まちづくり協働課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金（平成26年9月分）の支払について
2,570

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金（平成26年9月分）の支払について
5,082

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「種から育てる地域の花づくり」支援事業業務用園芸用土ほか２点の購入経費の支出について
22,896

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用プリンタインク購入経費の支出について
9,720

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 青少年健全育成・非行防止推進事業　中学生女子親善キックベースボール大会における市民活動行事保険加入経費の支出について
5,360

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 公園の美化活動を通じた高齢者の社会参加の促進事業業務委託について（第３回支払い分）
126,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災リーダーにかかるボランティア保険への加入及び同経費の支出について
2,400

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度コミュニティ育成事業にかかる所要経費の支出について（第３回支払分）
3,559,270

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度区役所附設会館管理運営業務にかかる所要経費の支出について（第２回支払分）
13,751,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（１０月分）
5,502

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（１０月分）
16,147

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（１０月分）
18,981

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（１０月分）
5,238

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康展・健康まつりにかかる事務用品の購入並びに同所要経費の支出について
46,591

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（１０月分）
1,054,379

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 「大阪市重度心身障がい者（児）住宅改修費給付事業実施要綱」第１３条における支出について（代理受領方式）
210,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担相当額等一部助成事業用医療費の支出について（１０月分）
71,867

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年１０月分市立保育所消耗品費（特別保育分）の支出について
30,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（１０月分）
158,135

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（１０月分）
155,342

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成２６年１０月分市立保育所消耗品費の支出について
180,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
20,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
601,307

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 精神保健事業及びすこやか大阪２１推進事業にかかる市内等出張交通費の支出について（８月分）
480

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業及びすこやか大阪２１推進事業にかかる市内等出張交通費の支出について（８月分）
2,200

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（７月分）
10,647

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（８月分）
9,295

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（７月分）
1,968

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（８月分）
4,865

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
217,509

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
19,052

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
34,496

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
161,862

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
109,910

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年９月分　ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について
149,340

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
67,487

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 Ｈ２６年度コホート検討会参画医師報償金の支払について（９月実施分）
11,360

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
72,540

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求に係る診断書料について
4,320

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
345,858

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
43,960

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
47,440

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第９号）
270,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（５月追加分）の支出について
1,720

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２６年９月１９日実施分歯科健康相談事業医師報償金の支出について
31,190

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２６年９月１６日実施分歯科健康相談事業医師報償金の支出について
31,190

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（５月追加分）の支出について
560

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者における後見等開始の審判請求にかかる費用の支出について
5,400



平成26年度（平成26年10月）　公金支出情報

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

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者における後見等開始の審判請求にかかる費用の支出について
4,840

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,254

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,624

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,200

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,900

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,720

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
19,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,629

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 障がい支援区分認定審査会に係るお茶の購入及び同経費の支出について
6,065

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
736,284

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
28,105

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,969

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会事務用飲料購入にかかる所要経費の支出について
46,081

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 平成２６年度　健康づくり展げる講座講師報償金の支払について
9,240

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（１０月分）
1,475,220

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担相当額等一部助成事業用医療費の支出について（１０月分）
91,117

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（１０月分）
482,225

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度児童手当給付費にかかる支出について
30,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（１０月分）
63,598

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「救急カプセルを活用した高齢者等見守りネットワークの構築」事業業務委託にかかる委託料の支出について（平野西　他１地域）
480,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「救急カプセルを活用した高齢者等見守りネットワークの構築」事業業務委託にかかる委託料の支出について（平野　他９地域）
1,440,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「救急カプセルを活用した高齢者等見守りネットワークの構築」事業業務委託にかかる委託料の支出について（平野南）
240,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 うつ病の家族教室講師料の支出について（平成26年9月17日分）
15,280

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度児童手当給付費にかかる支出について
140,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者における後見等開始の審判請求にかかる費用の支出について
5,250

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第８号）
265,647

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
20,016

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
343,890

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉ボランティア養成講座講師料の支出について
10,440

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
47,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
104,358

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（９月分）
710

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
2,041,678

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
1,485,892

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 虐待防止活動評価検討会における外部専門家への報償金の支払いについて（９月分）
21,300

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業にかかる白衣等洗濯経費の支出について（９月分）
11,313

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「救急カプセルを活用した高齢者等見守りネットワークの構築」事業業務委託にかかる委託料の支出について（平野　他９地域）
240,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「救急カプセルを活用した高齢者等見守りネットワークの構築」事業業務委託にかかる委託料の支出について（長吉出戸）
240,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「救急カプセルを活用した高齢者等見守りネットワークの構築」事業業務委託にかかる委託料の支出について（加美南部）
240,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「救急カプセルを活用した高齢者等見守りネットワークの構築」事業業務委託にかかる委託料の支出について（平野　他９地域）
240,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「救急カプセルを活用した高齢者等見守りネットワークの構築」事業業務委託にかかる委託料の支出について（平野　他９地域）
480,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「救急カプセルを活用した高齢者等見守りネットワークの構築」事業業務委託にかかる委託料の支出について（瓜破西）
240,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
434,580

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業にかかる市内等出張交通費の支出について（９月分）
4,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年度９月分乳幼児健康診査等報償金の支出について
11,160

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年度９月分乳幼児健康診査等報償金の支出について
915,750

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成２６年１０月分市立保育所給食賄材料費の支出について
4,316,460

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学・短大・専修学校）の支出について（第３四半期分）
2,508,342
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平野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学・短大・専修学校）の支出について（第３四半期分）
162,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉資金の修学資金（大学）の支出について（第３四半期分）
192,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 平成２６年度　健康づくり展げる講座講師報償金の支払について
9,160

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
687,747

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学）の支出について（第３四半期分）
108,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学・短大・専修学校）の支出について（第３四半期分）
162,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の技能習得資金の支出について（第３四半期分）
108,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（９月分）
15,210

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（９月分）
1,926

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区地域福祉活動コーディネーター事業業務委託にかかる経費の支出について（第３四半期）
9,308,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（１０月分）
789,705

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担相当額等一部助成事業用医療費の支出について（１０月分）
166,428

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（１０月分）
132,004

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（１０月分）
3,060

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「救急カプセルを活用した高齢者等見守りネットワークの構築」事業業務委託にかかる委託料の支出について（長吉六反東）
240,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
53,616

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
9,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
94,525

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
19,950

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支出について（９月分）
505,297

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
2,132

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
1,010

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（８月分）の支出について
480

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
6,072

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
7,380

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
53,952

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
27,796

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
30,012

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
433,878

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
1,826,056

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
244,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
154,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（８月分）の支出について
1,100

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
19,381

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
8,710

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（８月分）の支出について
960

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
874

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
205

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
140

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
246

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
492

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
92

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
656

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
10,426

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
2,296

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
17,604

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 うつ病の家族教室講師料の支出について（平成26年10月1日分）
9,160

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
9,348
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平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
246

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
7,882

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（８月分）の支出について
1,840

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
57,314

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
23,458

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
52,947

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
410

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（８月分）の支出について
560

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
94,756

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
35,439

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用９月分後納郵便料（料金受取人払い）の支出について
56,931

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
113,454

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
40,894

平野区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（８月分）の支出について
1,560

平野区役所 政策推進課 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度市民協働による子育て子育ち応援事業にかかる講師謝礼の支出について
5,000

平野区役所 政策推進課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平野区広報紙「広報ひらの」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について(９月号)
326,289

平野区役所 政策推進課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平野区広報紙「広報ひらの」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について(９月号)
465,523

平野区役所 政策推進課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への平野区広報紙「広報ひらの」配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について(９月号)
170,930

平野区役所 政策推進課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区広報紙「広報ひらの」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について(９月号)
91,800

平野区役所 政策推進課 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 平野区学校案内（中学校編）冊子印刷にかかる所要経費の支出について
302,400

平野区役所 政策推進課 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 平野区学校案内（小学校編）冊子印刷にかかる所要経費の支出について
378,000

平野区役所 政策推進課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区うおーくらりーマップ用スタンプの購入経費の支出について
14,850

平野区役所 政策推進課 平成26年10月15日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度平野区校庭等の芝生化事業補助金の支出について（川辺小学校地域芝生化実行委員会）
3,095,200

平野区役所 政策推進課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会にかかる講師謝礼の支出について
13,760

平野区役所 政策推進課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会にかかる講師謝礼の支出について
8,600

平野区役所 政策推進課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度平野区人・愛・ふれあいプラザ事業の選定委員会にかかる講師謝礼の支出について
43,800

平野区役所 政策推進課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度平野区人・愛・ふれあいプラザ事業の選定委員会にかかる講師謝礼の支出について
8,600

平野区役所 政策推進課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度平野区区政会議運営事業にかかる筆耕翻訳料の支出について（平成26年９月５日　第２回平野区区政会議　地域・協働部会）
36,504

平野区役所 政策推進課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度平野区区政会議運営事業にかかる筆耕翻訳料の支出について（平成26年９月９日開催　第２回高齢者・こども・障がい者など部会）
36,504

平野区役所 政策推進課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成２６年度区民協働企画講座の市民活動行事保険加入経費の支出について
900

平野区役所 政策推進課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生涯学習ルーム事業主催事業講師謝礼の支出について（８月分）
12,500

平野区役所 政策推進課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度市民協働による子育て子育ち応援事業にかかる講師謝礼の支出について
8,000

平野区役所 政策推進課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度市民協働による子育て子育ち応援事業にかかる講師謝礼の支出について
8,000

平野区役所 政策推進課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平野区学力サポート事業英語体験イベントにかかる市民活動行事保険加入経費の支出について
3,600

平野区役所 政策推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度市民協働による子育て子育ち応援事業にかかる講師謝礼の支出について
5,000

平野区役所 政策推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会にかかる講師謝礼の支出について
4,300

平野区役所 政策推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平野区学力サポート事業指導員報償金（平成26年9月分）の支出について
89,640

平野区役所 政策推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区民協働企画講座「大坂の陣と平野郷」講師謝礼の支出について
10,000

平野区役所 政策推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度市民協働による子育て子育ち応援事業にかかる講師謝礼の支出について
5,000

平野区役所 政策推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度平野区区政会議運営事業に係る飲料品等の購入経費の支出について（下半期分）
10,692

平野区役所 政策推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 平成２６年度平野区区政会議運営事業に係る飲料品等の購入経費の支出について（下半期分）
19,595

平野区役所 政策推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（９月分）
11,908

平野区役所 政策推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（９月分）
205

平野区役所 政策推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（９月分）
2,399

平野区役所 政策推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（９月分）
8,505

平野区役所 政策推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（９月分）
888

平野区役所 政策推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（９月分）
968

平野区役所 政策推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（９月分）
92
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平野区役所 政策推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（９月分）
8,242

平野区役所 政策推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（９月分）
1,476

平野区役所 政策推進課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度平野区区政会議運営事業にかかる筆耕翻訳料の支出について（平成26年９月18日開催　第２回防災・防犯部会）
36,504

平野区役所 政策推進課 平成26年10月31日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度平野区芝生化事業補助金の支出について（喜連北小学校地域芝生化実行委員会・長吉東小学校地域芝生化実行委員会）
6,582,600

平野区役所 生活支援課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
49,680

平野区役所 生活支援課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
50,263

平野区役所 生活支援課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
852,880

平野区役所 生活支援課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
94,810

平野区役所 生活支援課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
605,360

平野区役所 生活支援課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用品（セロテープほか１５点）購入の実施並びに同所要経費の支出について
41,985

平野区役所 生活支援課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払について
61,950

平野区役所 生活支援課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び校外活動費（７月分）の支払について
112,973

平野区役所 生活支援課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
358,744

平野区役所 生活支援課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
316,786

平野区役所 生活支援課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
1,500

平野区役所 生活支援課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払について
19,780

平野区役所 生活支援課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
350,060

平野区役所 生活支援課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
55,740

平野区役所 生活支援課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
251,640

平野区役所 生活支援課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
218,230

平野区役所 生活支援課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
148,820

平野区役所 生活支援課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
12,760

平野区役所 生活支援課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
225,120

平野区役所 生活支援課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課乾式複写機使用にかかる経費の支出について（８月分）
113,316

平野区役所 生活支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成２６年度全国生活保護査察指導職員研修会への参加にかかる経費の支出について
37,820

平野区役所 生活支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
3,556

平野区役所 生活支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
2,450

平野区役所 生活支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具費用の支出について
2,160

平野区役所 生活支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
3,544

平野区役所 生活支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
5,300

平野区役所 生活支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
19,778

平野区役所 生活支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
2,862

平野区役所 生活支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
4,547

平野区役所 生活支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
1,940

平野区役所 生活支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
108,840

平野区役所 生活支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
864,580

平野区役所 生活支援課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
392,726

平野区役所 生活支援課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
228,340

平野区役所 生活支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払について
120

平野区役所 生活支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
281,600

平野区役所 生活支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
385,124

平野区役所 生活支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
33,820

平野区役所 生活支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
360,418

平野区役所 生活支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
213,220

平野区役所 生活支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務における就労自立給付金の支出について
150,000

平野区役所 生活支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務における就労自立給付金の支出について
100,000

平野区役所 生活支援課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務における就労自立給付金の支出について
100,000

平野区役所 生活支援課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用生活扶助金の支出について
6,660
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平野区役所 生活支援課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
1,500

平野区役所 生活支援課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
33,500

平野区役所 生活支援課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
259,561

平野区役所 生活支援課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
286,100

平野区役所 生活支援課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払について
7,560

平野区役所 生活支援課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
110,017

平野区役所 生活支援課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払について
20,960

平野区役所 生活支援課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（８月分・９月分）の支払について
384,172

平野区役所 生活支援課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
371,863

平野区役所 生活支援課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる現金封筒及び切手の購入経費の支出について
26,000

平野区役所 生活支援課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払について
96,984

平野区役所 生活支援課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
229,270

平野区役所 生活支援課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 生活保護事務にかかる小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
3,757

平野区役所 生活支援課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
3,100

平野区役所 生活支援課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
45,000

平野区役所 生活支援課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務用平成２６年１０月分生活保護費の支出について（追加分）
1,000,000

平野区役所 生活支援課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
140,400

平野区役所 生活支援課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代及び校外活動費（８月分・９月分）の支払について
333,852

平野区役所 生活支援課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（７月分・８月分・９月分）の支払について
291,300

平野区役所 生活支援課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代及び校外活動費（７月分・９月分）の支払について
338,864

平野区役所 生活支援課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（９月分）の支払について
346,214

平野区役所 生活支援課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
73,780

平野区役所 生活支援課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
213,220

平野区役所 生活支援課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年８月分）
5,330

平野区役所 生活支援課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代及び校外活動費（９月分）の支払について
399,177

平野区役所 生活支援課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代及び校外活動費（９月分）の支払について
315,520

平野区役所 生活支援課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代及び校外活動費（平成２５年９月分・平成２６年９月分）の支払について
345,192

平野区役所 生活支援課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
362,857

平野区役所 生活支援課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務における就労自立給付金の支出について
150,000

平野区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払について
20,680

平野区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用平成２６年１１月分生活保護費の支出について
63,000,000

平野区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務用平成２６年１１月分生活保護費の支出について
25,000,000

平野区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（９月分）の支払について
356,995

平野区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代および校外活動費（９月分）の支払について
358,170

平野区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務用平成２６年１１月分生活保護費の支出について
1,200,000

平野区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務用平成２６年１１月分生活保護費の支出について
50,000

平野区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
8,200

平野区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
10,000

平野区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用平成２６年１１月分生活保護費の支出について
750,000

平野区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
96,680

平野区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護業務用平成２６年１１月分生活保護費の支出について
100,000

平野区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護業務用平成２６年１１月分生活保護費の支出について
1,500,000

平野区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務用平成２６年１１月分生活保護費の支出について
300,000

平野区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
1,066,100

平野区役所 生活支援課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務における就労自立給付金の支出について
30,420

平野区役所 生活支援課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
301,382

平野区役所 生活支援課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
388,800

平野区役所 生活支援課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（９月分・１０月分）の支払について
276,600
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平野区役所 生活支援課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
394,900

平野区役所 生活支援課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
83,090

平野区役所 生活支援課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料の支出について（平成26年9月分）
1,236,155

平野区役所 生活支援課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援課事務にかかるレターパックの購入経費の支出について
36,000

平野区役所 生活支援課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払について
90,288

平野区役所 生活支援課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払について
8,546

平野区役所 生活支援課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（８月分・９月分）の支払について
152,700

平野区役所 生活支援課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代及び校外活動費（９月分）の支払について
335,094

平野区役所 生活支援課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修等費用の支出について
5,320

平野区役所 生活支援課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
8,800

平野区役所 生活支援課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
3,478

平野区役所 生活支援課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
280,848

平野区役所 生活支援課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務における就労自立給付金の支出について
150,000

平野区役所 生活支援課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
282,180

平野区役所 生活支援課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
89,370

平野区役所 生活支援課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（９月分）の支払について
324,939

平野区役所 生活支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用生活扶助金の支出について
17,651

平野区役所 生活支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
4,860

平野区役所 生活支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる短期入所サービス費用の支出について
51,200

平野区役所 生活支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
4,700

平野区役所 生活支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
6,300

平野区役所 生活支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
1,836

平野区役所 生活支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
2,862

平野区役所 生活支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
4,050

平野区役所 生活支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
10,000

平野区役所 生活支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
240,116

平野区役所 生活支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
63,640

平野区役所 生活支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
858,280

平野区役所 生活支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課乾式複写機使用にかかる経費の支出について（９月分）
153,659

平野区役所 生活支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用平成２６年１０月分生活保護費の支出について（追加分・２回目）
2,183,564

平野区役所 生活支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
327,560

平野区役所 生活支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
232,585

平野区役所 生活支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務用平成２６年１０月分生活保護費の支出について（追加分・２回目）
236,599

平野区役所 生活支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（９月分）の支払について
339,406

平野区役所 生活支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（９月分）の支払について
376,247

平野区役所 生活支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
1,620

平野区役所 生活支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
193,726

平野区役所 生活支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
29,590

平野区役所 生活支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
222,200

平野区役所 生活支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
244,280

平野区役所 生活支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務における就労自立給付金の支出について
150,000

平野区役所 生活支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務における就労自立給付金の支出について
84,163

平野区役所 生活支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務における就労自立給付金の支出について
46,329

平野区役所 生活支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務における就労自立給付金の支出について
30,990

西成区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所窓口案内従事者派遣業務（長期継続）経費の支出について（平成２６年８月分）
307,272

西成区役所 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年経済センサス基礎調査にかかる調査員報酬の支出について
4,500,510

西成区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区庁舎設備維持管理用　宿直室畳買入経費の支出について
48,470

西成区役所 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎維持管理用　西成区役所庁舎　東面サッシ修繕業務に係る経費の支出について
43,416
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西成区役所 総務課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎維持管理用　ブラインド修繕業務に係る経費の支出について
48,600

西成区役所 総務課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　男子小便器用尿石等防止薬剤購入経費の支出について（平成２６年８月・９月分）
20,412

西成区役所 総務課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　平成２６年度西成区合同庁舎自動ドア保守点検業務委託経費の支出について（平成26年7月・8月・9月分)
97,556

西成区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用職員住宅にかかる電話代の支出について（１０月～３月分）
18,313

西成区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用上下水道代（１０月～１２月分）の支出（口座自動引落払い）について
420,000

西成区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用ガス代（系統系）の資金前渡支出について（１０月～３月分）
30,000

西成区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用上下水道代（１０月～１２月分）の支出（口座自動引落払い）について
800,000

西成区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用電話代（専用回線）の支出について（１０月～３月分）
130,000

西成区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 あいりん地域を中心とした結核対策事業用　分館通信回線使用料等の支出について（１０月分）
518

西成区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区合同庁舎防災センター監視業務委託経費の支出について（平成２６年９月分）
136,780

西成区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成２６年９月分）
6,415

西成区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成２６年９月分）
44,505

西成区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障害者用庁内情報利用パソコン（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成２６年９月分）
60,372

西成区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成２６年９月分）
328,145

西成区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成２６年９月分）
3,038

西成区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用上下水道代（１０月～１２月分）の支出（口座自動引落払い）について
12,000

西成区役所 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用上下水道代（１０月～１２月分）の支出（口座自動引落払い）について
6,000

西成区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　ガス代（空調系）の支出について（９月分）
751,594

西成区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　障がい者の就業訓練を目的とした西成区役所清掃委託業務（日常清掃）経費の支出について（平成２６年９月分）
471,852

西成区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　平成２６年度西成区役所庁舎清掃業務委託（定期清掃）経費の支出について（９月分）
119,610

西成区役所 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 西成区役所　宿日直用寝具賃貸借経費の支出について（平成２６年７月・８月・９月分）
38,880

西成区役所 総務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（平成２６年９月分）
19,713

西成区役所 総務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所窓口案内従事者派遣業務（長期継続）経費の支出について（平成２６年９月分）
292,640

西成区役所 総務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　西成区合同庁舎機械警備設備保守点検業務経費の支出について（平成２６年９月分）
27,820

西成区役所 総務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　西成区合同庁舎機械警備業務経費の支出について（平成２６年９月分）
32,918

西成区役所 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用等小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,928

西成区役所 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 イメージアップ推進事業・区政会議運営事業用ＤＶＤ－Ｒ外１３点の購入経費の支出について
19,258

西成区役所 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 イメージアップ推進事業・区政会議運営事業用ＤＶＤ－Ｒ外１３点の購入経費の支出について
456

西成区役所 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用等小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
756

西成区役所 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 総務課事務用等小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,500

西成区役所 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区役所等一般廃棄物収集・運搬業務委託（単価契約）経費の支出について（７月～９月分）
63,071

西成区役所 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区役所等一般廃棄物収集・運搬業務委託（単価契約）経費の支出について（７月～９月分）
1,001

西成区役所 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所一般事務用　保健福祉課　電話機移設設定業務委託経費の支出について
162,000

西成区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 西成区の広報紙（平成２６年５月号～平成２７年４月号）概算印刷にかかる経費の支出について（9月分）
226,800

西成区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用地下鉄回数カードの購入経費の支出について
60,000

西成区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 西成区広報紙「にしなり我が町」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（9月分）
194,069

西成区役所 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区広報紙「にしなり我が町」企画編集業務委託にかかる経費の支出について（9月分）
64,800

西成区役所 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用電気代の支出（口座自動引落払い）について（９月分）
2,586,903

西成区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 特別顧問の報酬及び費用弁償の支出について（平成26年9月分）
145,306

西成区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 特別顧問の報酬及び費用弁償の支出について（平成26年9月分）
104,500

西成区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅の家賃の支出について（平成26年11月分）
88,000

西成区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業および区政会議運営事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
7,492

西成区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業および区政会議運営事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
5,145

西成区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への西成区広報紙「にしなり我が町」配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（10月号）
77,374

西成区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 統計調査事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
6,478

西成区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
6,716

西成区役所 総務課 平成26年10月31日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 報償費　報償金 西成特区構想における専門部会等出席にかかる報償金の支出について（９月分）
273,080

西成区役所 市民協働課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度西成区市民協働型自転車利用適正化事業Ｄｏ！プラン業務委託にかかる委託料の支出について（８月分）
496,213
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西成区役所 市民協働課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 人権事業用　西成区人権を考える区民のつどい（映画会）にかかる映画上映業務委託経費の支出について
154,000

西成区役所 市民協働課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度西成区子どもの安全確保に向けた地域のワークショップ開催支援業務委託事業者選定会議開催にかかる報償金の支出について
97,870

西成区役所 市民協働課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 社会教育関連学習会等助成事業「大阪市立玉出幼稚園PTA　絵本の中に子育てのヒントがいっぱい」講師謝礼の支出について
12,400

西成区役所 市民協働課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,820

西成区役所 市民協働課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,872

西成区役所 市民協働課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
800

西成区役所 市民協働課 平成26年10月08日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,000

西成区役所 市民協働課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 社会教育関連学習会等助成事業「大阪市立津守幼稚園PTA 『PTA人権教育講演会』」における講師謝礼の支出について
22,800

西成区役所 市民協働課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全関連事業用ウェットティッシュ外２点の購入費の支出について
217,080

西成区役所 市民協働課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業用落書き消去溶剤外７点の購入費の支出について
348,300

西成区役所 市民協働課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市立西成区民センター管理運営業務委託経費の支出について（第３四半期分）
7,344,000

西成区役所 市民協働課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権事業用　西成区行政機関等人権啓発推進連絡会人権研修の講師謝礼の支出について
12,400

西成区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 社会教育関連学習会等助成事業「山王こどもセンター 社会を知ろう『こどもと釜ヶ崎③』」講師謝礼の支出について
5,200

西成区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業用ポケットティッシュの購入費の支出について
92,016

西成区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業用反射メッシュベスト外１点の購入費の支出について
99,900

西成区役所 市民協働課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策事業用デジタル一眼カメラ外一点の買入費の支出について
50,652

西成区役所 市民協働課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域防災活動事業　９月11日大雨洪水警報発令に伴う動員参集用タクシー代の支出について
15,050

西成区役所 市民協働課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９・１０月分）
3,459

西成区役所 市民協働課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９・１０月分）
650

西成区役所 市民協働課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９・１０月分）
2,000

西成区役所 市民協働課 平成26年10月21日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９・１０月分）
4,000

西成区役所 市民協働課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 人権事業用　あったかハートフェスティバル周知用ちらし外２点の作製経費の支出について
117,720

西成区役所 市民協働課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（９月分）
23,350

西成区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（タウン誌）等用後納郵便料の支出について（９月分）
1,644

西成区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（タウン誌）等用後納郵便料の支出について（９月分）
82

西成区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権事業用　後納郵便料金の支出について（９月分）
2,048

西成区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（タウン誌）等用後納郵便料の支出について（９月分）
1,476

西成区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（９月分）
4,594

西成区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習事業用 後納郵便料金の支出について（9月分）
3,934

西成区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（９月分）
5,576

西成区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（９月分）
692

西成区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市西成区における新たな地域コミュニティ支援事業にかかる委託料の支出について（第2回支払）
9,573,999

西成区役所 市民協働課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度西成区市民協働型自転車利用適正化事業Ｄｏ！プラン業務委託にかかる委託料の支出について（９月分）
496,213

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の窓口支払用還付資金２６年１０月分の資金前渡について（歳出一般／歳出マル退分）
100,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の窓口支払用還付資金２６年１０月分の資金前渡について（歳出一般／歳出マル退分）
30,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月02日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課保険年金（保険）後期高齢者医療事務用郵便切手の購入経費にかかる支出について
20,500

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報担当用　ドラムカートリッジ外６点の購入経費の支出について
160,645

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 固定電話（市民局証明書発行システム）料金（9月請求分）の支出について
3,815

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 保険年金事務用市内出張交通費　平成２６年度６月～７月分の支出について
420

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金事務用市内出張交通費　平成２６年度６月～７月分の支出について
1,440

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金事務用市内出張交通費　平成２６年度６月～７月分の支出について
1,560

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月07日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金事務用市内出張交通費　平成２６年度６月～７月分の支出について
1,320

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西成区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（８月分）
2,652,774

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（８月分）
293,086

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般・退職　平成２６年９月支給決定分の支出について
244,065

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用　葬祭費　平成２６年９月支給決定分の支出について
400,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般・退職　平成２６年９月支給決定分の支出について
7,826

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課保険年金（保険）国民年金事務用レターパックの購入経費にかかる支出について
12,750
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西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険の過誤納にかかる歳出一般還付金の支出について（平成２６年１０月１５日支払予定分）
364,957

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険の過誤納にかかる歳出一般還付金の支出について（平成２６年１０月１５日支払予定分）
8,801

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度住民情報担当各種帳票等発送用切手代の支出について
35,700

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課保険年金（管理）国民健康保険徴収用郵便切手の購入経費にかかる支出について
1,920

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般　平成２６年９月支給決定分の支出について
67,703

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用　出産育児一時金　平成２６年９月支給決定分の支出について
1,631,730

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用　葬祭費　平成２６年９月支給決定分の支出について
400,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般　平成２６年１０月支給決定分の支出について
398,432

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報担当用　レジ用ロールペーパー（感熱紙）外３点の購入経費の支出について
77,976

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（９月分）
11,953

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 固定電話（市民局証明書発行システム）料金（１０月請求分）の支出について
7,649

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便９月分の支出について
155,121

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用ゴム印他８点の購入経費にかかる支出について
26,340

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便９月分の支出について
902

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について（９月分）
7,236

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用ゴム印他８点の購入経費にかかる支出について
3,057

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（９月分）
238,174

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について（９月分）
5,629

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（９月分）
98,981

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（管理）後納郵便料金の支出について（９月分）
627,426

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出一般還付金の支出について（平成２６年１０月３１日支払予定分）
32,643

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 保険年金事務用ゴム印他８点の購入経費にかかる支出について
38,880

西成区役所 窓口サービス課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（９月分）
36,786

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区保健福祉センター分館における電気使用料の支払いについて（９月分）
209,214

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
178,070

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
266,261

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費・介護報酬費の支出について（介護扶助費）
40,420

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
54,610

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育児童の育成にかかる市立保育所１０月分消耗品費（特別保育分）の支払について
20,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育児童の育成にかかる市立保育所１０月分消耗品費（通常保育分）の支払について
210,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 あいりん地域を中心とした結核対策事業用乾式デジタル複合機賃借料の支出について（平成26年8月分）
4,367

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成特区結核健康診断業務（単価契約）にかかる診査料の支出について（８月分）
18,852

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「西成区単身高齢生活保護受給者の社会的つながりづくり事業」に係る業務委託経費の支出について（平成26年8月分）
2,831,760

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
293,868

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（生活扶助費）
207,120

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
184,383

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
290,410

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
85,380

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
110,100

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
88,980

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務参考用書籍購入経費の支出について
2,430

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館運営用庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供料の支出について（８月分）
6,998

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務参考用書籍購入経費の支出について
3,693

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について
30,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について
12,200

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について
16,200

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について
437,080
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西成区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について
91,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
171,138

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
147,084

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
190,601

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
164,170

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
258,253

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
304,700

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代・校外活動費の支出について（教育扶助費）
205,769

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
343,293

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
380,185

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
194,717

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
350,570

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・移送費の支出について（医療扶助費）
23,180

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務参考用書籍購入経費の支出について
2,333

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用複写機賃貸借料（その２）の支出について（８月分）
23,786

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
1,500

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・１８０日超入院診療費・移送費の支出について（医療扶助費）
132,520

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
3,046,416

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
2,864,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 老人福祉事業用後見等開始の審判請求にかかる診断書料の支出について
5,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費・妊婦検診料の支出について（生活扶助費）
138,953

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
184,468

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・検査料・１８０日超入院診療費・食事療養費の支出について（医療扶助費）
358,700

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館における電話使用料（ソフトバンクテレコム一括払い分）の支払いについて（８月分）
22,472

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
170,471

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
50,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（出産扶助費）
2,160

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
22,259

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
14,085

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
22,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
14,085

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
72,249

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用プリンタートナーの購入経費の支出について
78,796

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用プリンタートナーの購入経費の支出について
21,060

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
192,134

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
311,880

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
31,200

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・１８０日超入院診療費の作成について（医療扶助費）
132,260

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・検査料の作成について（医療扶助費）
93,060

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・移送費の作成について（医療扶助費）
64,500

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 西成区保健福祉センター分館３階結核健診担当室各所改修工事の実施経費の支出について
693,964

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館における電話使用料（ＮＴＴ増設分）の支払いについて（８月分）
22,787

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館における電話使用料（ＮＴＴ既設分）の支払いについて（８月分）
19,725

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
53,133

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
14,085

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,200

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
42,381
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西成区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
46,007

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
56,308

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,200

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
11,850

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
102,900

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
27,720

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
7,020

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 老人保護措置事業用葬祭費の支出について
77,496

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
203,891

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費・文書料の支出について（葬祭扶助費）
2,405,476

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
2,825,902

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 コホート検討会参画医師報償金の支出について（９月分）
11,360

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉事業推進用児童手当給付金の支出について（平成26年6月から平成26年8月分）
60,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
17,540

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
24,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
259,565

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
152,421

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
217,985

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
347,646

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　９月分
5,931

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　９月分
836

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について　９月分
14,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について　９月分
1,050

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について　９月分
190

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用切手購入経費の支出について
8,200

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
47,998

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
286,587

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
4,897

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
226,963

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく校外活動費の支出について（教育扶助費）
50,700

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具費の支出について（介護扶助費）
1,458

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具費の支出について（介護扶助費）
6,500

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（医療扶助費）
6,124

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく住宅改修費の支出について（介護扶助費）
20,490

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具費の支出について（介護扶助費）
10,444

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
23,458

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
994

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
2,268

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
3,348

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
29,915

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
9,194

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
46,340

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
394,503

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
393,086

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
305,510

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
323,713

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
33,634
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西成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
97,924

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
100,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
150,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について　９月分
4,100

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用切手購入経費の支出について
8,250

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 介護予防地域健康情報発信事業におけるチラシ作成経費の支出について
37,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
275,703

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる従事者報償金の支出について（９月分）
62,380

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室にかかる助産師報償金の支払について（平成２６年９月分）
11,160

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる医師等報償金の支払について（平成２６年９月分）
299,240

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用ＰＰＣカラー用紙外１９点購入経費の支出について
84,467

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用ＰＰＣカラー用紙外１９点購入経費の支出について
25,430

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用ＰＰＣカラー用紙外１９点購入経費の支出について
26,497

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用ＰＰＣカラー用紙外１９点購入経費の支出について
17,310

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
15,720

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
7,860

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
7,020

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
13,300

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
154,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
19,950

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
172,111

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
177,010

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
183,880

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
138,714

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
308,600

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費・妊婦検診料の支出について（生活扶助費）
332,804

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用ＰＰＣカラー用紙外１９点購入経費の支出について
45,938

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 あいりん地域環境整備事業（巡回・啓発等）業務委託経費の支出について（第3四半期概算払い）
41,322,080

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護給付事業に係る住宅改修理由書作成費の支出について
6,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 老人福祉事業用後見等開始の審判請求にかかる診断書作成料の支出について
3,240

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度地域と子どものふれあい事業補助金選定会議（下半期分）にかかる報償金の支出について
50,475

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区保健福祉センター分館ガス使用料の支払いについて（９月分）
1,134

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区保健福祉センター分館清掃業務委託経費の支出について（平成26年9月分）
110,509

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区高齢者地域見守り事業業務委託費支出について（第３四半期分）
1,577,750

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
12,156

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領承認）
21,819

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,916

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
70,530

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
338,294

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成２６年度全国生活保護査察指導職員研修会にかかる出張旅費の支出について
37,700

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用油性ペンほか１８点の購入経費の支出について
89,864

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
233,361

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
2,822,060

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
4,299,670

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
169,600
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西成区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
98,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
10,500

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
47,109

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
40,865

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 定期予防接種（BCG）医師報償金の支出について（平成２６年９月分）
49,780

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 エックス線デジタル画像診断装置（西成区役所）一式長期借入の実施経費の支出について（平成26年9月分）
102,060

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
73,360

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,144

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
193,119

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
216,859

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
202,063

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
188,600

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
74,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
54,850

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
188,849

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
46,007

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
87,208

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
31,440

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
6,351

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金の繰入について（９月分）
5,576

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
84,242

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
5,240

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付にかかる修学資金の支出について（第３四半期分）
246,948

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付にかかる修学資金の支出について（第３四半期分）
192,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付にかかる修学資金の支出について（第３四半期分）
298,020

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付にかかる修学資金の支出について（第３四半期分）
374,499

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度発達障がいサポート事業用「発達障がいサポーター」報償金（平成２６年９月分）の支出について
202,500

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 あいりん地域を中心とした結核対策事業用　結核に関する保健指導用冊子の作成経費の支出について
49,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区保健福祉センター分館運営用水道使用料の支出について（９月分）
6,315

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区保健福祉センター分館運営用水道使用料の支出について（９月分）
3,929

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成特区結核健康診断業務（単価契約）にかかる診査料の支出について（８月分・大阪府医師会）
452,448

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用トナーカートリッジ購入経費の支出について
16,009

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
153,846

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
93,481

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
60,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
725,978

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
25,278

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
8,700

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
182,250

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
152,274

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
118,250

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
184,536

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（平成２６年１１月分）
178,000,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
287,341

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
122,313

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
145,649
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西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
279,983

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
153,227

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（平成２６年１１月分）
90,000,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代の支出について（教育扶助費）
320,832

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代・校外活動費の支出について（教育扶助費）
389,546

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代の支出について（教育扶助費）
371,521

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（平成２６年１１月分）
550,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（平成２６年１１月分）
400,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（平成２６年１１月分）
1,000,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 平成26年度公益財団法人結核予防会結核研究所保健看護学科研修保健師・対策推進コースの受講に伴う資料代の支出について
21,600

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用トナーカートリッジ購入経費の支出について
52,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用トナーカートリッジ購入経費の支出について
22,871

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育児童の育成にかかる市立保育所１０月分賄材料費の支払について
4,583,060

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 西成区高齢者等ひきこもりを防ぐ外出支援事業業務委託費支出について（９月分）
251,083

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用トナーカートリッジ購入経費の支出について
51,680

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 あいりん地域を中心とした結核対策事業にかかる分館療養相談等業務従事医師報償金の支出について（平成26年9月分）
99,560

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館における電話使用料（ソフトバンクテレコム　ＮＴＴ併用分）の支払いについて（９月分）
916

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 あいりん地域内結核健康診断業務用携帯電話使用料の支出について（９月分）
2,567

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年9月決定分）
52,195

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
148,441

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
218,314

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
300,166

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
169,663

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
209,005

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年9月決定分）
304,346

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年9月決定分）
2,424

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護給付事業に係る住宅改修理由書作成費の支出について
20,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
19,073

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
193,670

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
230,811

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
14,148

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 地域健康情報発信事業（壮年）におけるクリアファイル・リーフレット作成経費の支出について
94,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 地域健康情報発信事業（壮年）におけるクリアファイル・リーフレット作成経費の支出について
46,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会用・障害程度区分審査会用・地域福祉活動推進事業会議用お茶の購入について（５６５人分）
2,177

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）・子育て支援室事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について（９月分）
19,180

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）・子育て支援室事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について（９月分）
3,240

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会用・障害程度区分審査会用・地域福祉活動推進事業会議用お茶の購入について（５６５人分）
2,041

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）・子育て支援室事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について（９月分）
7,028

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人にかかる葬祭委託経費の支出について
178,949

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人にかかる葬祭委託経費の支出について
178,949

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人にかかる葬祭委託経費の支出について
180,349

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
295,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
284,715

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代・校外活動費の支出について（教育扶助費）
195,388

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
1,296

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
2,200

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく住宅改修費の支出について（介護扶助費）
31,410
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西成区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
12,030

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
3,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
22,992

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく介護報酬費の支出について（介護扶助費）
47,417

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく住宅改修費の支出について（介護扶助費）
39,616

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付にかかる修学資金の支出について（第３四半期分）
189,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）・子育て支援室事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について（９月分）
4,213

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会用・障害程度区分審査会用・地域福祉活動推進事業会議用お茶の購入について（５６５人分）
21,410

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 あいりん地域を中心とした結核対策事業用乾式デジタル複合機賃借料の支出について（平成26年9月分）
6,752

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所における逓送業務委託（長期継続）経費の支出について（平成２６年９月分）
356,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年9月決定食事分）
455,540

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
544,257

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
56,700

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費一部助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年9月決定分）
110,623

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
190,502

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
307,501

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
277,934

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
41,664

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員訪問事業にかかる活動費の支払いについて（平成26年7月～平成26年8月分）
12,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員訪問事業にかかる活動費の支払いについて（平成26年6月～平成26年8月分）
6,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員訪問事業にかかる活動費の支払いについて（平成26年6月～平成26年8月分）
17,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業業務委託費の支出について（9月分）
559,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 成年後見（高齢）申立用の切手・印紙購入経費の支出について
1,900

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見（高齢）申立用の切手・印紙購入経費の支出について
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入について（８月分）
1,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業実施関連用乾式電子複写機賃貸料の支出について（９月分）
15,948

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 西成区保健福祉センター分館運営用　乾式電子複写機賃借料の支出について（２階　８月分）
17,632

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区保健福祉センター分館における電気使用料の支払いについて（9月分）
179,101

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
5,576

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（９月分）
372,205

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館運営用庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供料の支出について（９月分）
6,998

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（９月分）
3,763

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
424

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（９月分）
8,200

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館における電話使用料（ＮＴＴ既設分）の支払いについて（９月分）
17,274

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「西成区単身高齢生活保護受給者の社会的つながりづくり事業」に係る業務委託経費の支出について（平成26年9月分）
2,831,760

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 青少年育成推進事業用サッカー大会（さくらカップ）開催にかかるグラウンド使用料の支出について
86,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（９月分）
4,034

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（９月分）
292

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（９月分）
26,762

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（９月分）
246

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（９月分）
1,060

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（９月分）
626

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（９月分）
820

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（９月分）
4,776

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（９月分）
1,620

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（９月分）
2,412

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
58,101
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西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
187,895

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
90,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,195

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,707

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
15,112

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
21,945

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
669,220

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
8,900

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
273,725

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
41,434

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
15,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
3,990

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
59,960

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
29,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（９月分）
3,504

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（９月分）
11,926

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（９月分）
8,069

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（９月分）
786

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（９月分）
341

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用複写機賃貸借料（その２）の支出について（９月分）
21,729

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用乾式電子複写機賃貸借料の支出について（９月分）
126,658

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金の繰入について（８月分）
10,869

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
342,060

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（９月分）
1,840,636

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
59,549

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
291

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（９月分）
1,680

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
288,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
198,988

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
195,500

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
384,555

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
306,091

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく移送費・妊婦検診料の支出について（生活扶助費）
170,200

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
126,549

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
153,900

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
974

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
1,562

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
164

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
328

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
574

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
82

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
1,722

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
82

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
18,325

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
3,914

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
488

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
13,282
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西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
4,196

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（９月分）
11,448

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
410

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（９月分）
3,785

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（９月分）
35,504

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（９月分）
17,490

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（９月分）
666

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（９月分）
3,374

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
8,138

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（９月分）
40,556

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（９月分）
3,975

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（２６年９月分）
37,938

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（２６年９月分）
13,862

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（２６年９月分）
113,283

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
328

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（９月分）
6,048

西成区役所 保健福祉課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（２６年９月分）
1,725

市会事務局 総務担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 正副議長車用　市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託超過時間料（８月分）の支出について
47,304

市会事務局 総務担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
17,114

市会事務局 総務担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,277

市会事務局 総務担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
9,000

市会事務局 総務担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 交際費　議会交際費 議会交際費（平成２６年１０月～１２月分）の支出について
50,000

市会事務局 総務担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 大阪市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託の実施経費の支出について（８月分）
542,160

市会事務局 総務担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 負担金、補助及交付金　会費 第６６回全国議事記録議事運営事務研修会参加費の支出について
13,000

市会事務局 総務担当 平成26年10月06日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（９月支払分）の支出について
49,629

市会事務局 総務担当 平成26年10月09日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 議員海外出張用　テーブルセンター他３点購入経費の支出について
96,984

市会事務局 総務担当 平成26年10月09日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局用　市会議長・副議長名刺の作成経費の支出について
14,191

市会事務局 総務担当 平成26年10月09日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 市会事務局事務用　戦没者追悼式出席に係る自動車借上げ経費の支出について
22,740

市会事務局 総務担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 旅費　特別旅費 海外出張旅費（大阪・サンパウロ姉妹都市提携４５周年記念事業大阪市会代表団派遣）にかかる差額の追給について
3,518

市会事務局 総務担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 報償費　報償金 政務活動費専門委員にかかる報償金（平成２６年９月分）の支出について
200,000

市会事務局 総務担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（９月支払分）の支出について
46,127

市会事務局 総務担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 負担金、補助及交付金　交付金 政務活動費（平成２６年１０月分）の支出について
44,118,000

市会事務局 総務担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
11,337

市会事務局 総務担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（９月支払分）の支出について
35,724

市会事務局 総務担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 議員海外出張用　海外出張（大阪・サンパウロ姉妹都市提携４５周年記念事業大阪市会代表団派遣）にかかるバス借上経費の支出について（変更）
391,797

市会事務局 総務担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 議員報酬の支出について（平成２６年１０月分）（口座振込分）
53,946,580

市会事務局 総務担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 議員報酬の支出について（平成２６年１０月分）（所得税等）
13,342,120

市会事務局 総務担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 議員報酬の支出について（平成２６年１０月分）（資金前渡受領者口座振込分）
87,300

市会事務局 総務担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 会議・研修出席等用出張交通費（９月分）の支出について
8,070

市会事務局 総務担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　乾式電子複写機使用料の支出について（９月分）
46,454

市会事務局 総務担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　乾式電子複写機使用料の支出について（９月分）（市会図書室）
3,067

市会事務局 総務担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（９月支払分）の支出について
41,325

市会事務局 総務担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 市会事務局事務用ファクシミリ装置保守業務委託契約の実施並びに同経費の支出について（４月～９月分）
391,500

市会事務局 総務担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（４０台分）一式長期借入経費の支出について（９月分）
54,573

市会事務局 総務担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局庁内情報利用パソコン用プリンタ機器一式借入経費の支出について（９月分）
6,296

市会事務局 総務担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 議員等在席表示システム用サーバ機及び周辺機器一式長期借入経費の支出について（９月分）
12,744

市会事務局 総務担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 議員報酬システム機器一式長期借入経費の支出について（９月分）
16,826

市会事務局 総務担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市会正副議長用パソコン等機器一式借入経費の支出について（９月分）
12,744
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市会事務局 総務担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（３台分）一式長期借入経費の支出について（９月分）
9,220

市会事務局 総務担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用ファクシミリ装置一式借入契約の実施並びに同経費の支出について（９月分）
28,274

市会事務局 総務担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 議員等在席表示システム端末機器一式　長期借入経費の支出について（９月分）
53,352

市会事務局 総務担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 市会事務局所管自家用普通乗用車一式借入経費の支出について（平成２６年度）
111,300

市会事務局 総務担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　燃料費 正副議長車用　ガソリン給油費（平成２６年８月分）の支出について
26,534

市会事務局 総務担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 正副議長車用　ＥＴＣ利用高速道路通行料（平成２６年８月分）の支出について
13,060

市会事務局 総務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（平成２６年７月～９月分）
10,491

市会事務局 総務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（平成２６年７月～９月分）
121,110

市会事務局 総務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（９月支払分）の支出について
19,311

市会事務局 総務担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 出張命令書（第６６回全国議事記録議事運営事務研修会に参加）
34,260

市会事務局 総務担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 教育子ども委員会モニター放映における手話通訳業務の実施並びに同経費の支出について
28,000

市会事務局 総務担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 旅費　議員旅費 第１４回全国障害者スポーツ大会出席
64,660

市会事務局 総務担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 第１４回全国障害者スポーツ大会出席（随行）
60,660

市会事務局 総務担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（平成２６年７月～９月分）
27,321

市会事務局 総務担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（平成２６年７月～９月分）
10,923

市会事務局 総務担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（平成２６年７月～９月分）
108,999

市会事務局 総務担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（平成２６年７月～９月分）
5,661

市会事務局 総務担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（平成２６年７月～９月分）
6,150

市会事務局 総務担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（平成２６年７月～９月分）
121,743

市会事務局 総務担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（平成２６年７月～９月分）
108,999

市会事務局 総務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 旅費　議員旅費 園遊会出席に伴う出張旅費の支出について
38,630

市会事務局 総務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 旅費　議員旅費 全国市議会議長会指定都市協議会第５回総会、全国市議会議長会相談役会議、第１９７回理事会、第９７回評議員会、園遊会出席に伴う出張旅費の支出について
64,860

市会事務局 総務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 全国市議会議長会指定都市協議会事務局長会議、第５回総会出席に伴う出張旅費の支出について
28,840

市会事務局 総務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 全国市議会議長会指定都市協議会第５回総会、全国市議会議長会相談役会議、第１９７回理事会、第９７回評議員会、園遊会出席に伴う出張旅費の支出について（随行）
55,860

市会事務局 総務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（９月支払分）の支出について
30,188

市会事務局 議事担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年５～７月大阪市会特別委員会の音声データ反訳による原稿作成業務経費の支出について
172,368

市会事務局 議事担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２６年５月大阪市会常任委員会記録ＣＤ版作製経費の支出について
13,608

市会事務局 議事担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２６年５月定例会大阪市会常任委員会記録印刷製本経費の支出について
158,215

市会事務局 議事担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　手数料 交通水道委員会行政視察に関する旅行取扱手数料の支出について
15,750

市会事務局 議事担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　手数料 民生保健委員会行政視察に関する旅行取扱手数料の支出について
21,000

市会事務局 議事担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　手数料 財政総務委員会行政視察に関する旅行取扱手数料の支出について
21,000

市会事務局 議事担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年７月市会運営委員会の音声データ反訳による原稿作成業務経費の支出について
50,274

市会事務局 議事担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 交通水道委員会行政視察に関するバス借上料の支出について
165,200

市会事務局 議事担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 民生保健委員会行政視察に関するバス借上料の支出について
138,860

市会事務局 議事担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 財政総務委員会行政視察に関するバス借上料の支出について
145,510

市会事務局 議事担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　手数料 建設消防委員会行政視察に関する旅行取扱手数料の支出について
18,900

市会事務局 議事担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 建設消防委員会行政視察に関するバス借上料の支出について
201,440

市会事務局 議事担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会事務局事務用　書類製本経費の支出について
62,640

市会事務局 議事担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　手数料 都市経済委員会行政視察に関する旅行取扱手数料の支出について
9,180

市会事務局 議事担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年７・８月臨時会大阪市会常任委員会の音声データ反訳による原稿作成業務経費の支出について
165,186

市会事務局 議事担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年７月大阪市会災害対策実行委員会の音声データ反訳による原稿作成業務経費の支出について
43,092

市会事務局 議事担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 都市経済委員会行政視察に関するバス借上料の支出について
202,180

市会事務局 議事担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　手数料 教育こども委員会行政視察に関する旅行取扱手数料の支出について
18,900

市会事務局 議事担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 教育こども委員会行政視察に関するバス借上料の支出について
206,580

市会事務局 議事担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２６年６月大阪市会常任委員会記録ＣＤ版作製経費の支出について
13,608

市会事務局 政策調査担当 平成26年10月09日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会図書室運営用　資料購入経費支出について
17,172

市会事務局 政策調査担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会図書室運営用　追録購入経費支出について
57,391

市会事務局 政策調査担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 報償費　報償金 市会事務局法制相談業務委託（案件番号１）に係る弁護士報酬の支出について
66,599
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市会事務局 政策調査担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 報償費　報償金 市会事務局法制相談業務委託（案件番号１）に係る弁護士報酬の支出について
35,999

市会事務局 政策調査担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会図書室運営用　追録購入経費支出について
5,643

市会事務局 政策調査担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会図書室運営用　資料購入経費支出について
41,731

行政委員会事務局 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　特別旅費 一般事務用　市内等出張交通費（８月分）の支出負担行為決議兼支出命令について
440

行政委員会事務局 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内等出張交通費（８月分）の支出負担行為決議兼支出命令について
37,562

行政委員会事務局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（９月分）の支出について
1,182

行政委員会事務局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金（９月分）の支出について
2,800

行政委員会事務局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（９月分）の支出について
200

行政委員会事務局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　パーティション外２件購入経費の支出いついて
125,280

行政委員会事務局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式賃貸借料（９月分）の支出について
20,247

行政委員会事務局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器賃貸借料（９月分）の支出について
3,132

行政委員会事務局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料（９月分）の支出について
10,373

行政委員会事務局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器賃貸借料（９月分）の支出について
12,695

行政委員会事務局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料の支出（９月分）について
112,087

行政委員会事務局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　コピー代金（９月分）の支出について
98,820

行政委員会事務局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器賃貸借料（９月分）の支出について
2,700

行政委員会事務局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　地方行政（７月～９月分）購入経費の支出について
17,172

行政委員会事務局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　産経新聞（７月～９月分）購入経費の支出について
12,111

行政委員会事務局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　毎日新聞及び日本経済新聞（７月～９月分）購入経費の支出について
25,638

行政委員会事務局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　朝日新聞（７月～９月分）購入経費の支出について
12,111

行政委員会事務局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　読売新聞（７月～９月分）購入経費の支出について
12,111

行政委員会事務局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　料金後納郵便料（８月分）の支出について
24,224

行政委員会事務局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　電話料金（９月分）の支出について
6,231

行政委員会事務局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　電話料金（９月分）の支出について
3,190

行政委員会事務局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 負担金、補助及交付金　会費 一般事務用　平成26年度東海・近畿・北陸三地区共催都市監査事務研修会出席者負担金の支出について
1,000

行政委員会事務局 監査課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 監査事務用　大都市監査事務主担者会議（工事監査担当課長会議）への出席にかかる経費の支出について
57,800

行政委員会事務局 監査課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 監査事務用　庁内情報利用パソコン長期借入にかかる支出について（平成26年度分）
13,824

行政委員会事務局 監査課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 監査事務用　地方公共団体契約実務ハンドブック追録の購入にかかる支出について
8,112

行政委員会事務局 任用課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　光熱水費 任用事務用　職員採用試験会場借用にかかる光熱水費の支出について
33,900

行政委員会事務局 任用課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 委託料　委託料 任用事務用　身体障がい者を対象とした職員採用試験問題等（点字訳等）の作成にかかる経費の支出について
870,532

行政委員会事務局 任用課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　印刷製本費 任用事務用　教養試験問題集①外２件の印刷及び同経費の支出について
256,068

行政委員会事務局 任用課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 任用事務用　採用試験関係物品買入契約にかかる経費の支出について
8,951

行政委員会事務局 任用課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 備品購入費　庁用器具費 任用事務用　プロジェクタ機器一式の買入に係る経費の支出について
75,492

行政委員会事務局 任用課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 任用事務用　パソコンデスク外１点の買入に係る経費の支出について
13,996

行政委員会事務局 任用課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 委託料　委託料 身体障がい者を対象とした採用試験における墨字訳業務にかかる経費の支出ついて
26,250

行政委員会事務局 任用課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度　身体障がい者を対象とした採用試験の手話通訳にかかる経費の支出について
14,200

行政委員会事務局 任用課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 任用事務用　任用システム機器長期借入契約に係る経費の支出について
59,724

行政委員会事務局 任用課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 委託料　委託料 任用事務用　職員採用試験における試験会場周辺警備委託の支出について
46,008

行政委員会事務局 調査課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 給与報告事務用　「人事制度基本講座」への出張について
28,900

行政委員会事務局 調査課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　印刷製本費 給与報告事務用　職員の給与に関する報告及び勧告の本文及び参考資料印刷製本費の支出について
170,640

行政委員会事務局 調査課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 給与調査システム用機器一式の長期借入契約にかかる支出について（９月分）
3,931

行政委員会事務局 調査課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 負担金、補助及交付金　会費 給与調査事務用　「人事制度基本講座」の参加にかかる会費の支出について
21,400

行政委員会事務局 調査課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 給与報告事務用　給与改定等に関するヒアリングへの出張について
29,230

行政委員会事務局 選挙課 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 旅費　普通旅費 選挙常時啓発事務用市内出張交通費の支出について（９月分）
960

行政委員会事務局 選挙課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 報償費　報償金 選挙常時啓発用ポスターコンクール審査員の交通費の支出について（９月１７日分）
2,740

行政委員会事務局 選挙課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙管理委員改選事務用文具の買入経費の支出について
9,342

行政委員会事務局 選挙課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 選挙事務用指定都市選挙管理委員会連合会主管課長・係長研究会議に係る旅費の支出について（１０月２３～２４日分）
19,400

行政委員会事務局 選挙課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 報償費　報償金 選挙常時啓発用ワークショップ出席者の交通費の支出について（１０月１０日開催分）
5,140
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行政委員会事務局 選挙課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用電話料金の支出について（９月分）
39,300

行政委員会事務局 選挙課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用電話料金の支出について（９月分）
10,584

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成26年10月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 備品購入費　庁用器具費 統一地方選挙事務用期日前投票システム端末買入経費の支出について
20,412,000

教育委員会事務局 総務課 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 補償、補填及賠償金　賠償金 損害賠償請求事件に係る和解金の支出について
2,000,000

教育委員会事務局 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 総務課市内出張交通費（８月分）の支出について
540

教育委員会事務局 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 学校教育ICT活用事業仕様書等検討会議へのアドバイザー出席に対する報償金の支出について
1,486

教育委員会事務局 総務課 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 送受信兼用ファクシミリ装置借入にかかる使用料の支出について（９月分）
21,816

教育委員会事務局 総務課 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 補償、補填及賠償金　賠償金 損害賠償請求事件に係る和解金の支出について
250,000

教育委員会事務局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 「地方公共団体契約実務ハンドブック」追録（129～132号）の購入及び同所要経費の支出について
8,112

教育委員会事務局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式長期借入にかかる使用料の支出について（９月分）
714,384

教育委員会事務局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式　長期借入にかかる使用料の支出について（９月分）
696,371

教育委員会事務局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 第2回学校教育ICT活用事業仕様書等検討会議へのアドバイザー出席に対する報償金の支出について
13,150

教育委員会事務局 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　複写機使用にかかる消耗品費の支出について（９月分）
273,417

教育委員会事務局 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 「地方公共団体契約実務の要点」追録（66～68号）の購入及び同所要経費の支出について
6,027

教育委員会事務局 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　デジタル製版一体型印刷機用インクおよびマスターの購入にかかる経費の支出について
90,288

教育委員会事務局 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　トナーカートリッジの購入および同所要経費の支出について
68,947

教育委員会事務局 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる通信運搬費の支出について（９月分）
181,948

教育委員会事務局 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 一般管理用　体罰・暴力行為等に係る大阪市教育委員会外部通報窓口設置運営業務委託にかかる経費の支出について
162,000

教育委員会事務局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 委員費 旅費　委員旅費 内閣府ヒアリングへの出席及び出張旅費の支出について
1,140

教育委員会事務局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 第2回学校教育ICT活用事業仕様書等検討会議へのアドバイザー出席に対する報償金の支出について
12,310

教育委員会事務局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 教育委員会事務局における会議等の音声データ反訳による会議録等作成業務委託（単価契約）の実施及び同所要経費の支出について（９月分）
92,026

教育委員会事務局 総務課 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　日本経済新聞の購読にかかる経費の支出について（７月～９月分）
81,162

教育委員会事務局 総務課 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　シャープペンシル外56件の購入にかかる経費の支出について
151,092

教育委員会事務局 総務課 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　大阪日日新聞の購読にかかる経費の支出について（７月～９月分）
12,300

教育委員会事務局 総務課 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　産経新聞の購入にかかる経費の支出について（７月～９月分）
72,666

教育委員会事務局 総務課 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　朝日新聞の購読にかかる経費の支出について（７月～９月）
72,666

教育委員会事務局 総務課 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　読売新聞の購読にかかる経費の支出について（７月～９月分）
72,666

教育委員会事務局 総務課 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　毎日新聞の購読にかかる経費の支出について（７月～９月分）
72,666

教育委員会事務局 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 法規事務用　教育関係判例集の購入経費の支出について
8,648

教育委員会事務局 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 企画グループ業務用　教育行政点検及び評価の結果に関する報告書の印刷経費の支出について
52,920

教育委員会事務局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 第3回学校教育ICT活用事業仕様書等検討会議へのアドバイザー出席に対する報償金の支出について
17,800

教育委員会事務局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 第3回学校教育ICT活用事業仕様書等検討会議へのアドバイザー出席に対する報償金の支出について
17,620

教育委員会事務局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 予算決算事務用市内出張交通費の支出について（26年4・5・8・9月分）
2,890

教育委員会事務局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 法規事務用　注解教育法規ほか２点の購入経費の支出について
90,920

教育委員会事務局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　外部通報窓口設置にかかるFAX回線使用料の支出について（９月分）
2,703

教育委員会事務局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
9,030

教育委員会事務局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　郵便料金等の経費支出について（９月分）
1,142,125

教育委員会事務局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,132

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　防球ネット　外1点の購入経費の支出について
59,400

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業　防球ネット　外1点の購入経費の支出について
447,120

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 啓発小学校におけるガス吸収式冷房機運転業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
26,244

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 施設整備業務管理システム運用保守業務委託経費の支出について（７～９月分）
324,554

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設事務用「建設工事紛争予防・解決の手引き134号・135号」の購入及び同経費の支出について
9,646

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 施設整備業務管理システム運用保守業務委託経費の支出について（７～９月分）
1,260,353

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 使用料及賃借料　使用料 校舎建設事務用　施設台帳図面管理システム利用パソコン等一式借入経費の支出について（再リース）（９月分）
3,682

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 平成26年度公立文教施設担当職員研修会の出席にかかる経費の支出について
37,970

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用「産業教育関係執務提要（283－285号）」の購入経費の支出について
6,867

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用「水道六法266－267号」の購入並びに同経費の支出について
11,500
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教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用「電気事業法解釈例規集1481－1492」外1点の購入経費の支出について
72,424

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 施設整備業務管理システム運用保守業務委託経費の支出について（７～９月分）
1,761,203

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 負担金、補助及交付金　会費 平成26年度　大阪府冷凍設備保安協会年会費の経費支出について（もと栄小学校）
47,500

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 非常通報装置保守点検業務委託にかかる経費の支出について（上半期分）
5,851,440

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 非常通報装置保守点検業務委託にかかる経費の支出について（上半期分）
194,400

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（４ブロック）長期継続の実施経費の支出について（８月分）
267,840

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用豊崎本庄小学校外８校の借地料（４～９月分）の支出について
33,645,576

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用淀川小学校外２校の借地料（４～９月分）の支出について
15,839,502

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用加美小学校借地料（７～９月分）の支出について
15,057,138

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用豊崎小学校外４校の借地料（７～９月分）の支出について
27,965,253

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用四貫島小学校借地料（７～９月分）の支出について
12,123,765

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用十三小学校借地料（９月分）の支出について
797,418

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用東淡路小学校外１校の借地料（４～９月分）の支出について
29,135,736

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（４ブロック）長期継続の実施経費の支出について（８月分）
112,320

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用美津島中学校借地料（４～９月分）の支出について
17,964,441

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用南中学校借地料（９月分）の支出について
1,155,672

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（４ブロック）長期継続の実施経費の支出について（８月分）
43,200

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設事務用　建築関係用語・手続事典（３９号）の購入経費の支出について
4,942

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市立学校貯水槽清掃業務委託（６）（淀川区外１区42校）にかかる経費の支出について（9月分）
18,900

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 啓発小学校におけるガス吸収式冷房機運転業務委託にかかる経費の支出について（9月分）
174,960

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市立学校貯水槽清掃業務委託（６）（淀川区外１区42校）にかかる経費の支出について（9月分）
84,780

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　ガスファンヒーター（その２）購入経費の支出について
38,880

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 校舎補修等整備事業用　保全整備業務管理システム利用パソコン等一式借入経費の支出について（再リース）（９月分）
4,104

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 理科教育等付帯設備　教師用実験台外２点の購入経費の支出について
1,768,392

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 理科教育等付帯設備　丸椅子の購入経費の支出について
86,400

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
27,108

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
1,165,644

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
569,268

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
27,108

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
27,108

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと北天満小学校の機械機動警備委託料の支出について（８月分）
32,346

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと扇町高等学校の機械機動警備委託料の支出について（８月分）
30,240

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと此花総合高等学校の機械機動警備委託料の支出について（８月分）
25,920

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと西淡路小学校分校の機械機動警備委託料の支出について（８月分）
30,780

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと大和川小学校の機械機動警備委託料の支出について（８月分）
15,120

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと梅田東小学校の機械機動警備委託料の支出について（８月分）
8,100

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　１ブロック（北区外３区59校）にかかる経費の支出について(8月分）
75,600

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　４ブロック（西区外３区59校）にかかる経費の支出について(8月分）
36,611

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 旅費　普通旅費 校舎建設用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（５月分）
23,920

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 旅費　普通旅費 用地管理用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（５月分）
42,376

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立高等学校教育環境改善事業委託にかかる経費の支出について（上半期分）
54,494,807

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　３ブロック（東成区外２区55校）にかかる経費の支出について(9月分）
37,800

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　４ブロック（西区外３区59校）にかかる経費の支出について(9月分）
36,611

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　２ブロック（都島区外３区52校）にかかる経費の支出について(9月分）
77,760

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　４ブロック（西区外３区59校）にかかる経費の支出について(9月分）
36,611

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　３ブロック（東成区外２区55校）にかかる経費の支出について(9月分）
75,600

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用巽中学校借地料（１０月分）の支出について
7,881,376

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 旅費　普通旅費 用地管理用市内出張交通費の支出について（９月分）臨時的任用職員
1,020
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教育委員会事務局 学事課 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 高等学校等奨学金　所在不明の奨学金借受者の現地調査の実施にかかる経費の支出について
9,720

教育委員会事務局 学事課 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用品消耗品の購入並びに所要経費の支出について
23,717

教育委員会事務局 学事課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 高等学校等奨学金事業用受取人払郵便料金の支出について（９月分）
11,004

教育委員会事務局 学事課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪府公立高等学校等ガイド(平成２７年度版）作成に係る負担金の納付について
126,800

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 事業班運営用　校園営繕園芸事務所車両臨時整備の実施経費の支出について（なにわ400と5071）
13,500

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 採用選考事務用　教員採用選考２次面接における手話通訳業務経費の支出について
6,250

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 資質向上推進事務用書籍（教師向け指導書　外２種）購入経費の支出について
11,232

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　教職員人事担当資料室　コピー代の支出について（８月分）
8,152

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教職員資質向上推進事務用　資質向上推進室　コピー代の支出について（８月分）
11,048

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事異動事務用　教職員人事担当管理主事室　コピー代の支出について（８月分）
4,620

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成26年度　校園営繕園芸事務所にかかる電話料金の支払いについて（９月分）
7,766

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 大阪市一種免許状取得免許法認定講習にかかる講師謝礼の支出について
275,520

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成26年度校園文書等逓送業務委託（９月分）の支払について
4,077,086

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 学校園におけるセクシュアル・ハラスメント相談事業の報償金の支出について（９月分）
80,160

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　製本テープ　外２５点の購入経費の支出について
63,605

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 採用選考事務用　教員採用選考２次実技における手話通訳業務経費の支出について
9,750

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 管理作業員及び給食調理員　新任業務監理主任・業務主任研修会及び技能統括主任・業務監理主任研修会における講師謝礼の支払いについて
48,420

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 平成２６年度都道府県・指定都市教育委員会管理・指導事務主管部課長会議にかかる出張旅費の支出について
28,840

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　燃料費 給油カード（軽油）の使用にかかる経費の支出について（９月分）
13,551

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　燃料費 給油カード（揮発油）の使用にかかる経費の支出について（９月分）
117,810

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 採用選考事務用　教員採用２次実技テストの実施および同経費の支出について
13,608

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成26年度　学校業務サービスセンターにかかる回線通信料（１０月分）の支払いについて
8,748

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 資質向上事務用参考書籍の購入並びに同経費の支出について
3,888

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 資質向上事務用ポータブルＤＶＤドライブの購入並びに同経費の支出について
3,564

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 第66回市立校園職員児童生徒表彰式にかかる吹奏楽部交通費の支出について
17,980

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成26年度　校園営繕園芸事務所にかかる回線通信料（１０月分）の支払いについて
5,832

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事異動事務用　教職員人事担当管理主事室　コピー代の支出について（９月分）
1,640

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　教職員人事担当資料室　コピー代の支出について（９月分）
1,448

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 資質向上推進事務用　研修生指導用教科書の購入経費の支出について
2,130

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教職員資質向上推進事務用　資質向上推進室　コピー代の支出について（９月分）
10,847

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 健康づくり推進事業用　学習指導教材の買入れにかかる経費の支出について
19,418

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２６年度学校給食用軍手の経費支出について
368,871

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２６年度学校給食用（白衣長袖女子用外４点）の経費支出について
1,184,760

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２６年度学校給食用マスク・手袋の経費支出について
924,204

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２６年度学校給食用マスク・手袋の経費支出について
72,090

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２６年度学校給食用軍手の経費支出について
28,735

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２６年度学校給食用（白衣長袖女子用外４点）の経費支出について
71,010

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校給食用作業衣上（半袖女子）外10点の経費の支出について
15,541,999

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度給食室ハエ・ゴキブリ駆除業務委託（北ブロック）に関する経費の支出について
482,760

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校給食用給食調理室ダクト・ドライ暗渠清掃業務委託（北ブロック）に関する経費の支出について
1,666,980

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校給食用給食調理室ダクト・ドライ暗渠清掃業務委託（南ブロック）に関する経費の支出について
1,716,660

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 学校給食用作業衣上（半袖女子）外10点の経費の支出について
1,151,647

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校給食用給食調理室ダクト・ドライ暗渠清掃業務委託（南ブロック）に関する経費の支出について
100,980

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校給食用給食調理室ダクト・ドライ暗渠清掃業務委託（北ブロック）に関する経費の支出について
34,020

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度給食室ハエ・ゴキブリ駆除業務委託（北ブロック）に関する経費の支出について
12,960

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　普通旅費 学校給食にかかる市内出張交通費等の支出について（小学校給食４月分）
27,280

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 クレオ大阪中央舞台設備操作等業務委託にかかる経費の支出について
86,400

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 クレオ大阪中央ホール清掃業務委託にかかる経費の支出について
12,300
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について（平成26年7月分）
1,079,111

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について(平成２６年７月市民病院分)
3,040

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について（平成26年7月分）
258,877

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校検診用　平成２６年度検診協力医制にかかる報酬の支出について
62,800

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　普通旅費 学校給食にかかる市内出張交通費等の支出について（中学校給食４月分）
18,460

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 追録（逐条解説学校保健法規集外１点）購入にかかる経費の支出について
15,267

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 旅費　普通旅費 第７８回全国学校歯科保健研究大会参加にかかる出張命令及び同所要経費の支出について
29,220

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 負担金、補助及交付金　会費 第７８回全国学校歯科保健研究大会にかかる参加費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　普通旅費 中学校給食調理方式の他都市視察（近江八幡市）にかかる所要経費の支出について
9,960

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資精米・委託米飯（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（９月分）
63,806,589

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪府学校給食用牛乳（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（９月分）
118,710,175

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材調達業務委託経費の支出について（９月分食材費）
267,057,296

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資製品パン（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（９月分）
38,849,311

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 茨田小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
1,466,700

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 田辺小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
1,457,099

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高見小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
1,613,159

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 菅原小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
2,069,999

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立鴫野小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
5,899,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 加賀屋東小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（９月分）
1,943,263

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 柏里小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
1,233,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 真田山小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
2,069,999

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立茨田西小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
1,863,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立福島小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
4,021,650

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 榎本小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
2,364,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立中央小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
1,971,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 日吉小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（９月分）
2,148,624

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 長吉小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（９月分）
2,097,468

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 長吉出戸小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（９月分）
2,196,001

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 晴明丘小学校の学校給食調理業務委託実施経費の支出について（９月分）
1,991,736

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 榎並小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（９月分）
1,847,808

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南田辺小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
1,874,430

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立井高野小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
3,267,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 堀川小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
1,767,150

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 淀川小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
1,453,319

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 伝法小学校の学校給食調理業務委託実施経費の支出について（９月分）
1,838,268

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 玉出小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
1,457,099

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 姫島小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（９月分）
2,303,997

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立巽小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
4,525,470

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立本田小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
3,858,300

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立岸里小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
1,426,950

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 北恩加島小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（９月分）
1,381,248

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 三軒家東小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
1,493,999

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立加美南部小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
3,294,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 新森小路小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
1,860,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南住吉小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
2,004,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 諏訪小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
2,220,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南港桜小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（９月分）
1,579,068

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 北巽小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（９月分）
1,868,384
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 弁天小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（９月分）
1,900,798

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 瓜破小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（９月分）
1,871,633

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 加島小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
1,910,699

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 宮原小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
1,605,599

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立姫里小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
1,539,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南百済小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（９月分）
1,868,384

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 片江小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
1,553,550

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南大江小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
1,593,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立平野小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
3,717,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 粉浜小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（９月分）
1,735,194

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立東小橋小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
2,646,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立住之江小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
1,425,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立磯路小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
3,036,960

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 鯰江小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
2,356,199

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 豊仁小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
1,449,270

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立三津屋小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
3,101,895

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立中津小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
1,430,784

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立金塚小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
2,664,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立西九条小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
1,417,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立墨江小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
1,564,920

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 新高小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（９月分）
2,332,782

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材調達業務委託経費の支出について（９月分食材調達委託料）
6,237,760

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 喜連小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
1,445,399

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 難波元町小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
1,232,999

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 小松小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（９月分）
2,406,112

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立東都島小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
5,319,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立育和小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
1,889,460

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高倉小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
2,241,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 放出小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（９月分）
2,353,248

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立五条小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
4,779,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材管理・配送業務委託経費の支出について（９月分）
17,001,725

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 長居小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（９月分）
2,437,187

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資製品パン（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（９月分）
1,088,300

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資精米・委託米飯（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（９月分）
1,787,437

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材調達業務委託経費の支出について（９月分食材費）
7,481,173

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪府学校給食用牛乳（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（９月分）
3,161,125

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材管理・配送業務委託経費の支出について（９月分）
476,275

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材調達業務委託経費の支出について（９月分食材調達委託料）
174,740

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 学校給食食品細菌検査業務委託経費の支出について（９月分）
131,706

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 平成26年度検便検査にかかる業務委託経費の支出について（９月分）
418,543

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 学校給食献立作成用コンピューターシステムメンテナンス業務委託経費の支出について（８・９月分）
97,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪市中学校給食システム情報通信回線の使用経費の支出について（9月分）
25,056

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市中学校給食システム運用保守業務の委託経費の支出について（9月分）
324,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市中学校給食システム機器にかかる長期借入経費の支出について（9月分）
160,380

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 役務費　通信運搬費 平成26年度　検食用給食の配送（バイク便）経費の支出について（9月分）
21,168

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 学校給食献立作成用コンピューターシステムメンテナンス業務委託経費の支出について（中学校分、８・９月分）
24,300

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第２ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
15,646,306

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第４ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
18,436,355
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第３ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）（食材費）
24,051,516

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第１ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
14,161,698

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第６ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
15,025,967

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第５ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
17,653,954

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第７ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）（食材費）
14,368,974

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用牛乳（中学校）購入経費の支出について（９月分）
25,317,376

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第８ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
11,375,289

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食個別配膳業務委託（単価契約）（第４ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
212,705

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第１ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
14,801,616

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第８ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
9,072,030

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第２ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
13,943,282

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食個別配膳業務委託（単価契約）（第６ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
633,194

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第３ブロック）にかかる経費の支出について（９月分））（調理経費等）
22,799,192

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第５ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
14,210,672

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第７ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）（調理経費等）
11,698,864

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第６ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
13,626,440

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第４ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
14,063,910

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 平成26年度心臓検診（児童生徒）判定・診察業務の実施にかかる経費の支出について（第二回中間）
1,944,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入にかかる経費の支出について（第１回中間　４月～９月分）
1,736,196

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入にかかる経費の支出について（第１回中間　４月～９月分）
1,296,510

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 給与事務用　地方公務員給与事務総覧外１点の購入経費の支出について（第２回）
30,591

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 不当労働行為申立事件にかかる委任事件着手金の支出について
500,000

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 平成26年度教職員健康診断等業務委託の実施経費の支出について（第３回中間払）
29,113,560

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 給与事務用　公務員給与事務提要外２点の購入経費の支出について（第２回）
10,287

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 負担金、補助及交付金　会費 労働安全衛生用　全国産業安全衛生大会参加費の支出について
12,900

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 教職員相談事業用　教職員カウンセリングルーム電気使用料の支出について（平成２６年９月使用分）
2,788

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度教職員カウンセリングルーム管理費の支出について（平成２６年１１月分）
91,671

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度船場センタービル修繕積立金の支払いについて（平成２６年１１月分）
10,701

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　普通旅費 文化財保護担当市内出張交通費5月分の支払いについて
6,640

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　普通旅費 文化財保護担当市内出張交通費6月分の支払いについて
11,030

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　消耗品費 文化財保護担当事務用片面のりつきパネルほか４点の購入にかかる経費の支払いについて
26,738

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　普通旅費 平成26年度文化財建造物保存修理関係者等連絡協議会(10月14日)への出席にかかる旅費の支払いについて
29,240

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 夏休みファミリー劇場にかかる保育謝礼（７／２７・８／６・８／１８分）
21,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　普通旅費 生涯学習担当職員出張旅費（５月分）
28,910

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 報償費　報償金 もと両国青少年会館用地の商品化にかかる弁護士報酬の支出について　その２
10,800

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 負担金、補助及交付金　分担金 もと城北市民学習センターにかかる８月分維持管理分担金（管理業務委託費、光熱水費、薬剤費、設備関係補修費）の支出について
877,629

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　キッズプラザ大阪運営等補助金の支出について（10～12月分）
21,534,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 生涯学習情報提供システム　ワーキング会議謝礼の支出について（９月２９日分）
11,360

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 大阪市立生涯学習センター指定管理予定者選定会議（第２回・第３回）の実施及び同経費の支出について
136,720

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　キッズプラザ大阪運営等補助金の支出について（10～12月分）
14,216,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立生涯学習センター管理運営業務委託料の支出について（第３四半期分）
38,418,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 大阪市生涯学習情報発信ウィークにかかる消耗品の購入経費について
92,599

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪国際平和センター運営費補助金の支出について（第３四半期分・リニューアル施工費）
9,216,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪国際平和センター運営費補助金の支出について（第３四半期分・リニューアル施工費）
326,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 「小学校区教育協議会―はぐくみネット―」事業コーディネーター研修会（9月2日）の所要経費の支出について
14,560

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　印刷製本費 平成26年度家庭教育充実促進事業にかかるチラシ作成経費の支出について（１１/２７・１２/４分）
56,073

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　普通旅費 全国生涯学習・社会教育等主管部課長会議にかかる旅費の支出について
28,840

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 平成２６年度、大阪市立高等学校ＰＴＡ協議会指導者研修にかかる経費の支出について
61,800
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教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入の実施並びに経費の支出について(9月分)
20,298

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入の実施並びに経費の支出について(9月分)
8,931

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入の実施並びに経費の支出について(9月分)
20,298

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立クラフトパークの管理運営業務委託料の支出について（第３四半期）
3,692,750

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入の実施並びに経費の支出について(9月分)
596,313

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度大阪市立総合生涯学習センターにかかる施設管理費等の支出について（１０月分）
4,702,337

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 もと生江青少年会館国有地賃貸料（平成２６年度分）の支出について（３／４）
192,727

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 「小学校区教育協議会―はぐくみネット―」事業コーディネーター研修会（9月19日分）の所要経費の支出について
14,860

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度　キッズプラザ大阪にかかる賃借料の支出について（１０月分）
29,450,820

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　印刷製本費 平成26年度家庭教育充実促進事業にかかるチラシ作成経費の支出について（１２/３分）
56,484

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 大阪市立大阪城音楽堂清掃業務委託経費の支出（９月分）
187,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立大阪城音楽堂舞台等運営業務経費の支出について（９月分）
1,080,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度大阪市立難波市民学習センター不動産賃借料の支出について（１０月分）
6,819,500

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 もと生江青少年会館外８館機械警備業務委託費の支出について（第２四半期）
482,760

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度大阪市社会教育委員会議第２回小委員会にかかる委員報酬の支出について
80,025

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 大阪市立大阪城音楽堂におけるコピー料金の支出について（９月分）
550

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 大阪市立大阪城音楽堂舞台照明設備保守点検業務経費の支出について（第1回中間払い）
227,880

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 大阪城音楽堂吊物設備保守点検業務経費の支出について（９月分）
35,640

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立大阪城音楽堂機械警備業務経費の支出について（９月分）
19,440

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,640

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
400

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 生涯学習情報提供システム保守管理業務委託料の支出について(平成26年度第2四半期分)
14,808

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 生涯学習情報提供システム保守管理業務委託料の支出について(平成26年度第2四半期分)
37,020

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用通信回線使用料の支出について（フレッツ９月分）
10,297

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 生涯学習情報提供システム保守管理業務委託料の支出について(平成26年度第2四半期分)
37,020

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　建物修繕料 大阪市立大阪城音楽堂衛生設備補修の所要経費の支出について
38,232

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用広域LAN回線使用料の支出について(9月分)
25,056

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用通信回線使用料の支出について（フレッツ９月分）
368,334

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 生涯学習情報提供システム保守管理業務委託料の支出について(平成26年度第2四半期分)
1,098,612

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度大阪市立阿倍野市民学習センターにかかる施設管理費等の支出について（１１月分）
2,871,212

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 平成26年度大阪市立高等学校芸術祭ポスター印刷経費の支出について
55,728

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 報償費　報償金 平成２６年度大阪市中学校・高等学校水泳競技大会にかかる審判謝礼金口座不能による再支出について
3,323

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度大阪市立高等学校総合体育大会会場使用料に係る経費支出について(事前)2
48,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度運動部活動指導者技術講習会（卓球の部）にかかる講師謝礼金の経費支出について
12,900

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度運動部活動指導者技術講習会（剣道の部）にかかる講師謝礼金の経費支出について
12,900

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度運動部活動指導者技術講習会（ダンスの部）にかかる講師謝礼金の経費支出について
63,900

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 ジョブアドバイザー市内出張交通費(４月分)の支出について
18,110

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２６年度人権教育担当指導主事連絡協議会への出席にかかる出張旅費の支出について
28,840

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２６年度全国産業教育主管課長連絡会への出席にかかる出張並びに同経費の支出について
28,240

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２６年度ＳＳＷ連絡協議会・平成２６年度【第２回】生徒指導担当連絡会議への出席にかかる出張旅費の支出について
37,540

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　特別旅費 平成２６年度高校生海外研修事業（東高校）にかかる付添職員旅費の支出について
590,840

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 施設一体型小中一貫校の児童生徒募集用ポスターの掲出経費の支出について
7,560

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度大阪市立高等学校総合体育大会会場使用料に係る経費支出について(当日)
293,155

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度いじめ・不登校問題対策事業ケース会議（高殿小学校）にかかる報償金の経費支出について
22,280

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 平成２６年度幼児期の運動に関する指導参考資料作成事業にかかるＳＤカード外２０点の購入経費の支出について
341,280

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 学校元気アップ地域本部事業連絡用切手購入にかかる経費の支出について
600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語教育重点校カリキュラム会議にかかる謝礼金の支出について（9月19日）
30,260

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 スクールアドバイザー市内出張交通費(５月分)の支出について
23,820
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 スクールアドバイザー市内出張交通費(６月分)の支出について
15,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成26年度学校元気アップ事業地域コーディネーター謝礼（６月分）の口座振替不能にかかる再支出について（三井住友銀行）
91,586

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成26年度学校元気アップ事業学習ボランティア講師謝礼（６月分）の口座振替不能にかかる再支出について（三菱東京ＵＦＪ銀行）
4,041

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成26年度学校元気アップ事業学習ボランティア講師謝礼（６月分）の口座振替不能にかかる再支出について（ゆうちょ銀行）
1,617

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 英語イノベーション事業　イングリッシュ・デイ（小学生の部）会場設営及び撤去業務にかかる経費の支出について
207,792

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 一般事務用ガバットファイル外７点の購入にかかる経費の支出について
41,736

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チームアドバイザーの派遣にかかる謝礼金の支出について（9月18日・9月24日・9月25日）
55,680

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 スクールアドバイザー市内出張交通費(８月分)の支出について
7,160

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 スクールアドバイザー市内出張交通費(７月分)の支出について
20,340

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成２６年度高校生海外研修事業（東高校）にかかる現地借上バス代の支出について
23,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 インクルーシブ教育システム構築事業専門家協力者謝礼にかかる経費の支出について（７月分）
18,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 英語イノベーション事業イングリッシュデイ会場教材用消耗品購入経費の支出について
49,007

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度全国特別支援学校長会外１１団体の会費にかかる経費の支出について
366,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 報償費　賞賜金 平成２６年度全国総合体育大会出場選手に対する激励金口座不能による再支出について
6,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度学校元気アップ地域コーディネーター報償費にかかる経費支出について（８月分）
7,376,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 人権教育推進事業　てのひら文庫外２点の購入経費の支出について
39,312

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 平成２６年度大阪市中学校総合文化祭のプログラムの印刷経費の支出について
66,150

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 需用費　印刷製本費 平成２６年度大阪市中学校総合体育大会用賞状外２点の印刷に係る経費の支出について
132,570

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 学力向上を図る学習支援事業用スポーツ安全保険料の支出について（９月分）
38

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 学力向上を図る学習支援事業用スポーツ安全保険料の支出について（９月分）
98

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 学力向上を図る学習支援事業用スポーツ安全保険料の支出について（９月分）
2

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 学力向上を図る学習支援事業用スポーツ安全保険料の支出について（９月分）
32,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 学力向上を図る学習支援事業用スポーツ安全保険料の支出について（９月分）
12,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 学力向上を図る学習支援事業用スポーツ安全保険料の支出について（９月分）
800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 第２回大阪市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会にかかる委員報酬の支出について（７月１４日）
128,040

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学力向上を図る学習支援事業に係る支援員報償金口座振替不能分再支出について（小８月分再支出）
10,938

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 インクルーシブ教育システム構築事業専門家協力者謝礼にかかる経費の支出について（９月分）
18,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学力向上を図る学習支援事業に係る支援員報償金口座振替不能分再支出について（中８月分再支出）
6,896

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 第２回大阪市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会にかかる委員報酬の支出について（７月１４日）
5,160

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　特別旅費 平成２６年度高校生海外研修事業（ОＢＦ高校）にかかる付添職員旅費の支出について
555,980

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 学校元気アップ地域本部事業連絡用切手購入にかかる経費の支出について
4,860

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成２６年度もと幼児教育センター清掃業務委託経費の支出について
16,146

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度高校生海外研修事業（ＯＢＦ高校）にかかる現地借上バス代及び施設入場料の支出について
3,648

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度大阪市中学校総合文化祭にかかる会場使用料の支出について
472,890

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成２６年度高校生海外研修事業（ＯＢＦ高校）にかかる現地借上バス代及び施設入場料の支出について
50,672

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２６年度支援機器等活用事業にかかる学校視察出張旅費の支出について（10月6日）
16,300

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　燃料費 平成26年度 S-イノベーションプロジェクト海外研修事業（アメリカ）の経費の支出について(現地移動におけるガソリン代)
6,435

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型パソコン等一式長期借入（平成23年度契約開始分）にかかる経費の支出（平成２６年９月分）について
95,904

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型ＰＣ機器一式借入(長期継続契約）にかかる経費の支出（平成２６年９月分）について
80,568

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型パソコン等一式長期借入（平成22年度契約開始分）にかかる経費（平成２６年９月分）の支出について
35,640

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 中央高等学校　学校管理システム保守業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
162,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 咲くやこの花高等学校　学校管理システム保守業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（９月分）
43,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立扇町総合高等学校　学校管理システム保守業務（長期継続）にかかる経費の支出について（９月分）
28,080

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立中央高等学校　情報教育用コンピュータ機器一式借入経費の支出について（再リース）（９月分）
79,596

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 市立高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
404,460

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 咲くやこの花高等学校　学校管理システム用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
226,476

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東高等学校ＣＡＬ室用情報機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
29,030

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 桜宮高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
659,880
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 住吉商業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
582,768

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立扇町総合高等学校　学校管理システム並びに教育支援システム用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
366,120

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 工芸高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
668,520

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立中央高等学校　学校管理システム用コンピュータ機器一式借入（再リース）にかかる経費の支出について（９月分）
30,024

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 高等学校実習用パーソナルコンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
1,045,116

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 扇町総合高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
695,736

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 西高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
1,080,432

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中央高等学校プログラミング実習用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
639,122

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
458,784

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪ビジネスフロンティア高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
739,476

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 淀商業高等学校福祉ボランティア科実習システム一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
98,172

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立東淀工業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
4,687

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪ビジネスフロンティア高等学校情報教育用コンピュータ一式借入にかかる経費の支出について（９月分）
1,429,272

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 桜宮高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
5,832

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 第１回幼児期運動指針実践調査研究委員会の開催経費の支出について（７月９日）
13,760

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　特別旅費 平成26年度小学校における英語活動等国際理解活動指導者養成研修参加にかかる旅費の支出について（10月22日～10月24日）
41,250

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分）
3,160

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分）
430

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 言語力の向上支援事業にかかる著作物使用料の支払いについて
25,920

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 特別支援学校等在籍児童等支援業務委託にかかる経費の支出について（9月分）
2,187,423

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度大阪市中学校秋季総合体育大会会場使用料に係る経費支出について（陸上）
364,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 平成26年度インクルーシブ教育システム構築モデル事業合理的配慮スタッフにかかるボランティア保険加入経費の支出について
80

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 平成26年度インクルーシブ教育システム構築モデル事業合理的配慮スタッフにかかるボランティア保険加入経費の支出について
800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校経営支援業務（法律相談）報酬（９月分）にかかる経費支出について
43,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成26年度学校元気アップ事業学習ボランティア講師謝礼（７月分）の口座振替不能にかかる再支出について（三井住友銀行）
2,425

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成26年度学校元気アップ事業学習ボランティア講師謝礼（７月分）の口座振替不能にかかる再支出について（三菱東京ＵＦＪ銀行）
2,426

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成26年度学習上の支援教材機器等教材活用促進事業における他都市視察旅費の支出について（10月6日）
81,880

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度大阪市中学校秋季総合体育大会会場使用料に係る経費支出について(サッカー)
38,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国際理解クラブ時間講師報酬にかかる支出について(9月分）
510,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 言語力の向上支援事業にかかる報償金の支出について（8月分）
83,440

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度児童虐待防止支援事業ケースサポート（相談窓口）に係る報償金の支出について（９月分）
87,740

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 中学校英語教育重点校研修の事前研修実施にかかる経費の支出について（10月7日）
33,590

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 中学校英語教育重点校研修の実施にかかる経費の支出について（10月8日）
15,840

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２６年度全国高等学校教育改革研究協議会への出席にかかる出張旅費の支出について
37,860

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 平成２６年度もと幼児教育センター遠隔監視回線代の経費支出について（９月分）
2,703

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 大阪市学校支援人材バンク活用事業　人材バンクシステム機器一式借入にかかる経費の支出について（９月分）
8,784

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 言語力の向上支援事業にかかる報償金の支出について（9月分）
50,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成26年度大阪市中学校・高等学校総合体育大会に係るタクシーの借上業務委託並びに同所要経費の支出について
77,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成26年度学校元気アップ事業学習ボランティア講師謝礼（７月分）の口座振替不能にかかる再支出について
2,425

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 大阪市学校支援人材バンク活用事業　人材バンクシステム保守にかかる経費の支出について
226,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度大阪市立高等学校総合体育大会会場使用料に係る経費支出について(テニス)
38,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度大阪市立高等学校総合体育大会会場使用料に係る経費支出について(ラグビー)
87,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語音声指導支援ボランティア活動にかかる報償金の支出について（９月分）
130,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 使用料及賃借料　使用料 デザイン教育研究所コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
1,717,740

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 小・中学校特別支援学級及び特別支援学校通学タクシー運行業務委託料（朝日自動車）の支出について（第２四半期分）
12,120

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 小・中学校特別支援学級及び特別支援学校通学タクシー運行業務委託料（新大阪タクシー）の支出について（第２四半期分）
42,840

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 小・中学校特別支援学級及び特別支援学校通学タクシー運行業務委託料（日本交通）の支出について（第２四半期分）
4,520

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 小・中学校特別支援学級及び特別支援学校通学タクシー運行業務委託料（日本タクシー）にかかる経費の支出について（第２四半期分）
4,540
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 小・中学校特別支援学級及び特別支援学校通学タクシー運行業務委託料（新大阪タクシー）の支出について（第２四半期分）
126,010

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 小・中学校特別支援学級及び特別支援学校通学タクシー運行業務委託料（日本交通）の支出について（第２四半期分）
64,360

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立東住吉特別支援学校（知的障がい教育部門）通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）
950,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）
972,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校通学バス運行運行業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
1,771,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）住之江特別支援学校分
2,909,520

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）１コース
1,056,240

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）
972,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立光陽特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）
5,443,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）
3,456,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）
842,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立西淀川特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）
6,739,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）　　東住吉特別支援学校（知的障がい教育部門）
1,939,680

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）
991,440

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立東住吉特別支援学校（知的障がい教育部門）通学バス運行業務にかかる経費の支出について（９月分）
907,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立視覚特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）　　　（生野特別支援学校分）
1,154,300

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）　東住吉特別支援学校（知的障がい教育部門）
1,836,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立東住吉特別支援学校（肢体不自由教育部門）通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）
918,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立平野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）　　　東住吉特別支援学校（肢体不自由教育部門）分
1,879,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）生野特別支援学校分
3,672,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立平野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）
3,758,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）
842,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立光陽特別支援学校児童・生徒通学用タクシー運行にかかる経費の支出について（９月分）
83,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立視覚特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）　　　視覚特別支援学校分
4,674,915

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 賃金　賃金 平成２６年度幼稚園介助アルバイト（９月分）にかかる経費支出について
2,183,605

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 賃金　賃金 スーパーサイエンスハイスクール支援事業事務員賃金の支出について（９月分）
105,396

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成26年度スクールソーシャルワーカー活用事業にかかる報償金の経費支出について（９月分）
1,502,730

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語教育重点校アドバイザー派遣にかかる謝礼金の支出について（９月分）
246,580

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国際理解教育推進事業「帰国・来日したこどもの教育」の日本語指導者報酬にかかる経費の支出について（７～９月分）
1,006,830

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度国際理解教育推進事業通訳指導者謝礼金（７～９月分）の支出について
1,466,175

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成26年度インクルーシブ教育合理的配慮スタッフ謝礼金の支出について（９月分）
141,300

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科支援員等配置事業に係る支援員報償金の支出について（９月分）
2,325,020

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学力向上を図る学習支援事業に係る支援員報償金の支出について（中学校）（９月分）
2,406,420

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 放課後ステップアップ事業指導員報償金の支出について（９月分）
2,958,380

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学力向上を図る学習支援事業に係る支援員報償金の支出について（小学校）（９月分）
4,887,820

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成26年度インクルーシブ教育システム構築モデル事業にかかる交流及び共同学習推進指導者研究協議会参加旅費の支出について（11月20日・11月21日）
30,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 平成２６年度幼児期の運動に関する指導参考資料作成事業にかかるフラットファイル外２１点の購入経費の支出について（その２）
354,194

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 平成26年度中学校進路指導用冊子の経費の支出について
195,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 にぎわいネット９月分電話代の支出について
7,182

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 高等学校生徒支援事業介助補助員にかかる賃金の支出について（９月分）
163,040

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 高等学校生徒支援事業スクールカウンセラーにかかる賃金の支出について（９月分）
518,100

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年10月02日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　消耗品費 幼児教育の充実にかかる新たな幼児教育カリキュラムの開発(施行・検証等）の実施にかかるコピー用紙①外９点の購入経費の支出について
30,213

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年10月02日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　消耗品費 幼児教育の充実にかかる新たな幼児教育カリキュラムの開発(施行・検証等）の実施にかかるポスターカラー外５点の購入経費の支出について
74,640

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年10月07日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 報償費　報償金 就学前教育カリキュラム（案）試行検証にかかる研究保育・研究協議の実施にかかる経費の支出について（９月18日）
42,760

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年10月07日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　消耗品費 幼児教育の充実にかかる新たな幼児教育カリキュラムの開発(施行・検証等）の実施にかかるデジタルカメラの購入経費の支出について
69,120

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年10月10日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 旅費　普通旅費 就学前教育カリキュラム（案）試行・検証にかかる調査・情報収集のための出張旅費の支出について
38,090

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年10月10日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 旅費　普通旅費 就学前教育カリキュラム（案）試行・検証にかかる調査・情報収集のための視察にかかる出張旅費の支出について
37,910

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年10月10日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　消耗品費 幼児教育の充実にかかる新たな幼児教育カリキュラムの開発(施行・検証等）の実施にかかる図書59点の購入にかかる経費の支出について
85,005
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教育委員会事務局 中学校教育担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 第１回　大阪市学校元気アップ地域本部運営協議委会委員報酬にかかる支出について(口座振替不能による再支出分)
6,178

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　印刷製本費 「編纂所だより」第43号の印刷経費の支出について
24,300

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 市史編纂所事務事業用コピー料金(８月分）の支出について
3,285

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　会費 平成26年度大阪自治体史連絡協議会会費の支出について
3,000

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平成26年度毎日新聞の購読経費の支出について（７月～９月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平成26年度朝日新聞の購読経費の支出について（７月～９月）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平成26年度読売新聞の購読経費の支出について（７月～９月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平成26年度大阪市史編纂事業の実施および同所要経費の支出について（第３四半期分）
7,733,728

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館エレベーター保守点検料分担金の支出について（８月分）
22,097

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館電気料金8月分の支出について
539,452

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　備品修繕料 一般維持管理用中央図書館閲覧用椅子張替経費の支出について
198,720

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館水道料金９月分の支出について
84,236

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 此花図書館電気料金8月分の支出について
194,528

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東淀川図書館地下駐車場水銀灯安定器更新料分担金の支出について
7,200

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東淀川図書館植栽作業料分担金の支出について
74,444

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 大正図書館電気・水道料金９月分の支出について
136,817

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 大正図書館電気・水道料金９月分の支出について
24,911

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 一般維持管理用　平野図書館　閲覧室空調機修繕経費の支出について
77,760

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　天王寺図書館　閲覧室空調機整備作業経費の支出について
475,200

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金8月分の支出について
170,814

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金8月分の支出について
126,562

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 西成図書館電気・水道料金８月分の支出について
160,644

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金8月分の支出について
435,904

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 西成図書館電気・水道料金８月分の支出について
39,025

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館廃棄物収集運搬・処理費分担金の支出について（8月分）
19,062

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（８月分）の支出について
32,574

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金8月分の支出について
57,002

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金8月分の支出について
428,508

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　業務用掃除機外９点買入経費の支出について
62,375

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住之江図書館電気・水道料金８月分の支出について
22,025

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 此花図書館水道料金９月分の支出について
17,455

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 島之内図書館電気・水道料金９月分の支出について
18,470

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住之江図書館電気・水道料金８月分の支出について
266,656

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東淀川図書館水道料金9月分の支出について
26,799

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 島之内図書館電気・水道料金９月分の支出について
356,135

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館　トレイ搬送設備保守点検業務経費の支出について（４月分～９月分）
1,661,083

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館　自動制御設備保守点検業務経費の支出について（９月分）
752,220

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大淀複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
46,189

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 一般維持管理用　福島複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
29,520

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　音響設備用バッテリー外２点買入経費の支出について
43,632

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 福島図書館電気料金９月分の支出について
126,818

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立東淀川図書館他３館窓口等業務委託経費の支出について（9月分）
5,702,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　住之江複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
29,673

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立図書館図書等逓送業務委託経費の支出について（9月分）
2,540,160

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立阿倍野図書館外４館窓口等業務委託経費の支出について（9月分）
7,344,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立西淀川図書館他４館窓口等業務委託経費の支出について（9月分）
6,421,518

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　阿倍野複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
147,420

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　此花複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
25,380
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　東住吉複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
35,167

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 自動車文庫事業用大阪市立図書館自動車文庫車運行管理業務委託経費の支出について（9月分）
580,608

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立平野図書館　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
108,540

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立中央図書館窓口等業務委託経費の支出について（9月分）
12,663,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立中央図書館常駐警備業務委託経費の支出について（9月分）
615,060

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　港複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
32,931

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大正複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
37,470

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　生野複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
93,312

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　東成複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
86,560

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　西成複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
18,354

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　福島複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
15,486

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館　昇降機保守点検業務経費の支出について（４～９月分）
2,247,264

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立平野図書館外４館窓口業務委託経費の支出について
7,551,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立旭図書館外３館窓口等業務委託経費の支出について（9月分）
6,554,177

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　都島複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
31,259

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 大正図書館塵芥処理委託料分担金の支出について（９月分）
2,776

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東淀川図書館電気料金9月分の支出について
323,209

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立中央図書館機械警備業務委託経費の支出について（9月分）
11,340

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用城東図書館機械警備業務委託経費の支出について（9月分）
5,184

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立平野図書館機械警備業務委託経費の支出について（9月分）
8,100

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 中央図書館　送受信兼用ファクシミリ装置借入　長期借入の契約変更について
17,820

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託料の支出について（９月分）
12,391

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立西成図書館　清掃業務委託料の支出について（9月分）
3,134

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立住吉複合施設　清掃業務委託料の支出について（9月分）
141,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立住之江図書館　清掃業務委託料の支出について（９月分）
929

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立都島図書館　清掃業務委託料の支出について（9月分）
6,675

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立旭複合施設　清掃業務委託料の支出について（9月分）
200,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 大阪市立旭複合施設　清掃業務委託料の支出について（9月分）
15,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 一般維持管理用　中央複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
46,520

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託料の支出について（９月分）
410

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 生野図書館外２館清掃業務委託料の支出について（９月分）
17,780

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　中央複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
18,594

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立都島図書館　清掃業務委託料の支出について（9月分）
61,365

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 城東図書館清掃業務委託料の支出について（９月分）
60,779

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立天王寺図書館　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
129,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 福島図書館外２館清掃業務委託料の支出について（9月分）
177,043

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立西成図書館　清掃業務委託料の支出について（9月分）
66,466

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立北図書館　清掃業務委託料の支出について（９月分）
114,696

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立港図書館　清掃業務委託料の支出について（９月分）
45,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立住吉複合施設　清掃業務委託料の支出について（9月分）
121,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 島之内図書館外２館清掃業務委託料の支出について（9月分）
180,456

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立東住吉図書館　清掃業務委託料の支出について（９月分）
55,350

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立此花図書館　清掃業務委託料の支出について（９月分）
88,560

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立旭複合施設　清掃業務委託料の支出について（9月分）
100,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 生野図書館外２館清掃業務委託料の支出について（９月分）
218,829

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立住之江図書館　清掃業務委託料の支出について（９月分）
125,593

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館清掃業務委託料の支出について（9月分）
1,552,815

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立東淀川図書館　清掃業務委託料の支出について（９月分）
101,510
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託料の支出について（９月分）
137,199

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 福島図書館機械警備料分担金の支出について（７月～９月分）
7,466

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用中央図書館コピー代金（９月分）の支出について
30,084

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用地域図書館（北図書館外２２館）コピー代の支出について（７～９月分）
236,196

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用中央図書館産業廃棄物収集運搬処理業務委託経費の支出について（９月分）
48,114

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館空調設備業務委託料分担金の支出について（４半期2回目）
144,281

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東成図書館電気料金８月分の支出について
526,439

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東成図書館水道料金８月分の支出について
43,164

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館ガス料金9月分の支出について
143,538

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立天王寺図書館　自動扉保守点検業務経費の支出について（４～９月分）
56,160

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大淀複合施設他２１施設　自動扉保守点検業務経費の支出について（４～９月分）
251,710

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館　自動扉保守点検業務経費の支出について（４～９月分）
365,040

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館機械警備業務委託料分担金の支出について（7月～9月分）
10,368

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東住吉図書館水道料金１０月分の支出について
15,346

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東住吉図書館電気料金１０月分の支出について
161,248

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用中央図書館一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（９月分）
31,500

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野図書館機械警備委託料分担金の支出について（7月～9月分）
12,960

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 一般維持管理用　住之江図書館空調設備改修工事経費（工事前払金）の支出について
2,120,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,417

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,454

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 北図書館電気料金８月分の支出について
173,989

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 此花図書館電気料金９月分の支出について
155,303

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 北図書館水道料金８月分の支出について
17,346

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住吉図書館電気料金9月分の支出について
363,473

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 一般維持管理用　中央図書館　トレイ搬送設備部品交換作業経費の支出について
123,120

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,160

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館機械警備料分担金の支出について（9月分）
21,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 此花図書館清掃委託料分担金の支出について（7月～9月分）
13,218

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館ゴミ処理料分担金の支出について（9月分）
13,176

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　印刷製本費 サービス事業用第17回図書館フェスティバル周知用チラシ外1点の印刷経費の支出について
140,400

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 サービス事業用　平成２６年度古文書からみる大阪講座にかかる講師謝礼金の支出について
8,880

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平成26年度障がい者サービス事業用録音雑誌の購入経費の支出について（７～９月）
16,560

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 サービス事業用マイクロフィルム保存用中性紙帯の購入経費の支出について
23,220

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 図書整理用郷土地図ラミネート加工（簡易）業務委託経費の支出について
111,888

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 地域館事業用行事にかかる講師謝礼金の支出について（１０月）
14,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 地域館事業用後納郵便料の支出について（９月地域図書館）
21,372

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 サービス事業用後納郵便料の支出について（９月中央図書館）
150,332

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 平成26年度障がい者サービス事業用対面朗読サービス（９月）の協力者謝礼金の支出について
222,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用ブックコートフィルム外２点の購入経費の支出について
285,120

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外1館閲覧用法規類追録購入経費の支出について　8月分
42,316

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「Nexis」使用料の支出について(平成26年8月分)
42,768

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 図書館資料装備業務経費の支出について（8月分）
1,107,935

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館外3館閲覧用雑誌購入経費の支出について（8月分）
192,828

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用雑誌購入経費の支出について（8月分）
890,020

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館外3館閲覧用雑誌購入経費の支出について（8月分）
224,747

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館閲覧用　タイ語図書及びマーク購入経費の支出について(8月分)
8,100

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（8月分）
231,815

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 阿倍野図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（８月分）
181,696



平成26年度（平成26年10月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 旭図書館外３館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（８月分）
189,679

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平野図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（８月分）
239,708

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 東淀川図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（８月分）
189,419

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 西淀川図書館外７館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（８月分）
229,180

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 旭図書館外３館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（８月分）
1,168,989

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 西淀川図書館外７館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（８月分）
1,412,642

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 図書館閲覧用　タイ語図書及びマーク購入経費の支出について(8月分)
164,192

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 阿倍野図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（８月分）
1,119,408

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 平野図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（８月分）
1,477,088

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 東淀川図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（８月分）
1,167,234

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用法規類追録購入経費の支出について　第2回中間払い
9,080

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（８月分その２）
393,535

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（８月分その２）
2,892,192

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館情報ネットワークシステム事業用液晶用フィルム外２点の購入経費の支出について
34,225

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館閲覧用ハングル図書及びマーク購入経費の支出について（８月分）
28,512

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 図書館閲覧用ハングル図書及びマーク購入経費の支出について（８月分）
954,762

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用外国雑誌購入経費の支出について　８月分
120,905

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用サーバ機器等借入経費の支出について（９月分）
6,569,121

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用書誌データ利用料の支出について（ＯＣＬＣカタロギングサービス）（４月～９月分）
242,365

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立図書館情報ネットワークシステム事業用ファイアウォール機器及び音声応答装置長期借入経費の支出について（９月分）
307,648

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用書影データ使用料の支出について（ＢＯＯＫＡＳＰサービス）（７～９月分）
48,600

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用クライアント機器等借入経費の支出について（９月分）
3,299,724

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 城東図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 城東図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 鶴見図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
35,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外4館閲覧用中国語雑誌購入経費の支出について　9月分
49,661

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（8月分）
268,194

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外9館視聴覚サービス事業用録音資料購入並びに同所要経費の支出について（9月分）
323,081

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 港図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
35,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
6,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
35,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 港図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（8月分）
264,701

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 北図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 北図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 鶴見図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
27,540

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 此花図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 此花図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 港図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 此花図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 鶴見図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
6,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
6,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館閲覧用　簡体字中国語図書及びマーク購入経費の支出について（9月分）
432

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
16,851

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 北図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111
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教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 図書館閲覧用　簡体字中国語図書及びマーク購入経費の支出について（9月分）
8,920

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　会費 図書館情報ネットワークシステム事業用運用研修費の支出について(Webシステムのアーキテクチャ入門 1名)
63,180

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 都島図書館閲覧用新聞購入経費にかかる契約変更について（7月～9月分）
35,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
27,540

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 島之内図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 都島図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 此花図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 島之内図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 島之内図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 島之内図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大正図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大正図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
46,707

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
6,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 鶴見図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 都島図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 北図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（９月分その１）
542,395

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（９月分その１）
3,986,087

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞購入経費の支出について　7月～9月分
514,089

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用外国新聞・雑誌購入経費の支出について　9月分
102,673

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外２館閲覧用ハングル雑誌購入経費の支出について　9月分
60,280

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用ベトナム語新聞購入経費の支出について　7月～9月分
14,287

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 城東図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大正図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
35,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞購入経費の支出について　7月～9月分
62,343

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞購入経費の支出について　7月～9月分
108,987

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 市立図書館閲覧用地図購入経費の支出について(第3回分)
116,032

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用法規類追録購入経費の支出について　9月分
87,498

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 福島図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 福島図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 福島図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外１０館閲覧用官報購入経費の支出について　7月～9月分
120,153

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
23,106

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
36,333

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞購入経費の支出について　7月～9月分
109,014

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
36,633

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 城東図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
35,697
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教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 天王寺図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大正図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 天王寺図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 天王寺図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
37,599

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 鶴見図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住之江図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住之江図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住之江図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住之江図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 生野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 生野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 生野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 港図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
6,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
23,106

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 天王寺図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 都島図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
35,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 生野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～9月分）
26,574

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「JDreamⅢ」使用料の支出について(平成26年7-9月分)
153,576

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「e-レファレンス・ライブラリー」使用料の支出について(平成26年7-9月分)
69,984

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「エコロジーエクスプレス」使用料の支出について(平成26年7-9月分)
51,192

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ブリタニカ・オンライン・ジャパン」使用料の支出について(平成26年7-9月分)
36,450

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「NICHIGAI/WEB magazineplus」使用料の支出について(平成26年7-9月分)
61,857

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「医学中央雑誌Web版」(医中誌Web)使用料の支出について(平成26年7-9月分)
52,650

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(auKDDI平成26年9月分)
15,273

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(ソフトバンク平成26年9月分)
3,156

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ポプラディアネット」使用料の支出について(平成26年9月分)
12,510

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ヨミダス歴史館」使用料の支出について(平成26年9月分)
76,770

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「理科年表プレミアム」使用料の支出について(平成26年9月分)
8,910

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「D1-Law.com」使用料の支出について(平成26年9月分)
68,490

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用外国雑誌購入経費の支出について　9月分
104,206

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用外国新聞購入経費の支出について　7月～9月分
1,294,010

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用外国雑誌買入　7月～9月分
72,033

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 福島図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用プロバイダ料（ファイバーリンクlight/IP8)の支出について(平成26年9月分)
16,200

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市図書館情報ネットワークシステムにおける通信サービス提供経費の支出について(イーサネットVPN 平成26年9月分)
475,740

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「薬事日報　電子版」使用料の支出について(平成26年7-9月分)
11,880

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「JapanKnowledge」(ジャパンナレッジLib)使用料の支出について(平成26年10月分)
224,640

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「聞蔵Ⅱビジュアル・フォーライブラリー」使用料の支出について(平成26年9月分)
138,240
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教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞購入経費の支出について　7月～9月分
69,852

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「JRS経営情報」使用料の支出について(平成26年9月分)
10,800

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「LexisASONE」使用料の支出について(平成26年9月分)
17,280

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「毎索」使用料の支出について(平成26年9月分)
64,800

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「The Sankei Archives」使用料の支出について(平成26年7-9月分)
58,320

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「日経BP記事検索サービス」使用料の支出について(平成26年7-9月分)
162,000

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ナクソス・ミュージック・ライブラリー」使用料の支出について(平成26年9月分)
44,010

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「日経テレコン21」使用料の支出について(平成26年9月分)
85,320

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
6,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 浪速図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 浪速図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
23,106

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 浪速図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
6,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 浪速図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
41,004

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
37,599

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 生野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
35,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用プロバイダ使用料の支出について(NTT西日本平成26年9月分)
6,231

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用書誌データ購入ならびに利用料の支出について（ＴＲＣ全件マーク外４件）（４～９月分）
2,561,139

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「Nexis」使用料の支出について(平成26年9月分)
42,768

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書購入及び同所要経費の支出について
1,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 民間研修機関等派遣研修事業用損害保険料（後期分）の経費支出について
5,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎改築に伴う校内LAN構築業務委託にかかる経費の支出について（中野中学校）
384,480

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 仮設校舎完成に伴う校内ＬＡＮ構築業務委託にかかる経費の支出について（長池小学校）
628,020

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（東ブロック）実施にかかる報償金の経費支出について
10,300

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（６）にかかる管外出張旅費の支出について（９月分）
20,060

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３０５）にかかる管外出張旅費の支出について（８月分－２）
38,650

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２０４）にかかる管外出張旅費の支出について（８月分－１）
43,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３０５）にかかる管外出張旅費の支出について（８月分－１）
39,210

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３３７）にかかる管外出張旅費の支出について（８月分）
41,180

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２０４）にかかる管外出張旅費の支出について（８月分－２）
42,700

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３２２）にかかる管外出張旅費の支出について（９月分）
37,940

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 英語イノベーション事業　英語夏期集中講座業務委託にかかる経費の支出について
818,424

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座開講前打合せ実施にかかる経費の支出金額変更について
53,980

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 研究指定園研修事業園内研修会（貫江田幼稚園）開催にかかる報償金の支出について
12,880

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育研究事業用コピー代金（７月分）の支出について
2,181

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研修事業用コピー代金（７月分）の支出について
34,776

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成２６年８月分)
924,151

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成２６年８月分)
366,319

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成２６年８月分)
104,769
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教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成２６年８月分)
43,839

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究研修支援事業（中教研・第１・第５ブロック美術部会）研修会にかかる報償金の経費支出について
22,760

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（西・南ブロック合同）実施にかかる報償金の経費支出について
9,740

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 中学校社会科研修会（１）の開催にかかる報償金の支出について
11,480

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教育センター研修の開催にかかる報償金の支出について
14,960

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 幼児教育研修会（８）にかかる報償金の支出について
10,360

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 大阪市教師養成講座用大直線定規の購入経費の支出について
31,104

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 新校舎改築に伴うＬＡＮ構築業務にかかる経費の支出について（鯰江小学校）
147,862

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」推進会議にかかる経費支出について（変更）
15,480

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 園長・設置者研修会の開催にかかる報償金の支出について
15,230

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座（１）開講式実施にかかる経費の支出について
206,940

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター清掃業務委託の実施及び同所要経費の支出について（平成26年8月分）
340,200

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 数学科新任教員研修会（２）の開催にかかる報償金の支出について
15,160

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成26年８月分）の支出について
4,500

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成26年８月分）の支出について
680

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成26年８月分）の支出について
1,440

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成26年８月分）の支出について
4,380

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成26年８月分）の支出について
11,350

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成26年８月分）の支出について
31,860

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（７月分）
12,770

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（７月分）
40,310

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（７月分）
37,770

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（７月分）
89,062

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（７月分）
5,360

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　毎日新聞外購読料（７月～９月）にかかる経費支出について
23,121

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　産経新聞購読料（７月～９月）にかかる経費支出について
12,111

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　読売新聞購読料（７月～９月）にかかる経費支出について
12,111

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
7,677

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　朝日新聞購読料（７月～９月）にかかる経費支出について
12,111

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
6,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
7,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　筆耕翻訳料 中学校教育課程研修（社会）外４件の研修にかかる手話通訳派遣業務委託の実施経費の支出について
23,600

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　筆耕翻訳料 中学校教育課程研修（社会）外４件の研修にかかる手話通訳派遣業務委託の実施経費の支出について
32,614

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成26年８月分）の支出について
15,734

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 学校教育ＩＣＴ活用事業用嘱託職員市内出張交通費の支出について（７月分追加）
1,710

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 学校教育ＩＣＴ活用事業用嘱託職員市内出張交通費の支出について（７月分追加）
1,790

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成26年８月分）の支出について
4,020

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 新校舎改築に伴うＬＡＮ構築業務にかかる経費の支出について（城東中学校）
292,680

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 新校舎改築に伴うＬＡＮ構築業務にかかる経費の支出について（緑中学校）
312,120

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センターエレベーター保守点検業務委託ならびに同経費の支出について（平成26年7月～9月分）
567,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育センター　教育用コンテンツサーバ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（平成26年9月）
133,056

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育センター　教職員研修用パソコン実習室機器一式長期借入にかかる経費の支出について（平成26年9月）
174,312

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 教育情報提供システムコンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成26年9月）
217,188

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 教育センター研修申し込みサーバ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について(平成２６年９月)
35,035

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－東ブロック)にかかる経費支出について（平成26年9月）
1,973,160

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－西ブロック)にかかる経費支出について（平成26年9月）
1,984,240

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(無線)機器一式４回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年9月）
11,036

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－北ブロック)にかかる経費支出について（平成26年9月）
2,371,572
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教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－北ブロック)にかかる経費支出について（平成26年9月）
1,499,375

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（友渕小学校)にかかる経費の支出について（平成26年9月）
81,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度大阪市立小・中学校ユビキタス用ノートパソコン等借入にかかる経費の支出について（平成26年9月）
312,480

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－西ブロック)にかかる経費支出について(平成２６年９月)
1,905,120

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－南ブロック)にかかる経費支出について（平成26年9月）
2,400,451

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－南ブロック)にかかる経費支出について（平成26年9月）
1,780,834

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－東ブロック)にかかる経費支出について（平成26年9月）
836,802

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(南ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年9月）
17,280

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(西ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年9月）
62,208

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入南ブロックその２にかかる経費の支出について（平成26年9月）
1,890,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－東ブロック)にかかる経費支出について（平成26年9月）
1,814,270

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(ＰＬＣ)機器一式４回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年9月）
1,080

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式　長期借入にかかる経費支出について（平成26年9月）
537,615

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－南ブロック)にかかる経費支出について（平成26年9月）
724,788

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(東ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年9月）
10,108

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－北ブロック)にかかる経費支出について（平成26年9月）
738,707

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校情報処理用電子計算機組織一式長期借入にかかる経費支出について（平成26年9月）
3,275,242

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入西ブロックその２にかかる経費の支出について（平成26年9月）
1,879,200

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－西ブロック)にかかる経費支出について（平成26年9月）
855,042

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(東ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年9月）
3,370

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(西ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年9月）
15,552

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校情報処理用電子計算機組織一式長期借入にかかる経費支出について（平成26年9月）
1,428,700

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(無線)機器一式４回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年9月）
2,759

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－南ブロック)にかかる経費支出について（平成26年9月）
96,293

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度大阪市立小・中学校ユビキタス用ノートパソコン等借入にかかる経費の支出について（平成26年9月）
116,064

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入西ブロックその２にかかる経費の支出について（平成26年9月）
1,308,960

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－北ブロック)にかかる経費支出について（平成26年9月）
1,560,937

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－南ブロック)にかかる経費支出について（平成26年9月）
1,051,056

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(北ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年9月）
15,120

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－南ブロック)にかかる経費支出について（平成26年9月）
1,765,670

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－西ブロック)にかかる経費支出について（平成26年9月）
1,732,098

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(ＰＬＣ)機器一式４回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年9月）
540

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－東ブロック)にかかる経費支出について（平成26年9月）
1,780,834

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育推進事業用　大阪市立我孫子南中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成26年9月）
134,784

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入南ブロックその２にかかる経費の支出について（平成26年9月）
1,553,040

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－西ブロック)にかかる経費支出について(平成２６年９月)
961,632

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－東ブロック)にかかる経費支出について（平成26年9月）
955,588

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式　長期借入にかかる経費支出について（平成26年9月）
235,950

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－北ブロック)にかかる経費支出について（平成26年9月）
1,058,832

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(南ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年9月）
17,280

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－東ブロック)にかかる経費支出について（平成26年9月）
203,040

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校情報処理用電子計算機組織一式長期借入にかかる経費支出について（平成26年9月）
219,800

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式　長期借入にかかる経費支出について（平成26年9月）
34,485

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－東ブロック)にかかる経費支出について（平成26年9月）
117,158

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(東ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年9月）
3,370

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校情報処理用電子計算機組織一式長期借入にかかる経費支出について（平成26年9月）
109,900

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－南ブロック)にかかる経費支出について（平成26年9月）
107,136

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－東ブロック)にかかる経費支出について（平成26年9月）
68,018
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教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－北ブロック)にかかる経費支出について（平成26年9月）
52,477

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式　長期借入にかかる経費支出について（平成26年9月）
18,150

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業(２４５)にかかる出張旅費の支出について(８月分）
1,310

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３０９）にかかる管外出張旅費の支出について（９月分－１）
27,640

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業(３１６)にかかる出張旅費の支出について(７月分）
138,280

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３１４）にかかる管外出張旅費の支出について（９月分－１）
14,060

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３１４）にかかる管外出張旅費の支出について（９月分－２）
13,300

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 研究指定校による研究活動支援事業にかかる管外出張旅費の支出について（９月分）
37,940

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３０９）にかかる管外出張旅費の支出について（９月分－２）
20,940

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究研修支援事業用クラフト封筒（角形２号）外１点の買入にかかる経費支出について
122,547

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 一般事務用トナーカートリッジ外４点の購入経費の支出について
21,168

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座　「授業づくり１－①」「子ども理解１」実施にかかる経費の支出について
347,440

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業」道徳に関する研修会にかかる報償金の支出について（鶴橋中学校分ー２）
21,120

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成26年度新任教員研修会（２年目）（10）地域６　西・港・大正区にかかる講師謝礼等経費の支出について
10,400

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育研究事業用コピー代金（９月分）の支出について
2,211

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研修事業用コピー代金（９月分）の支出について
35,306

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 一般事務用トナーカートリッジ外４点の購入経費の支出について
51,516

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市教育センター機械警備業務委託にかかる経費支出について（平成26年7月～9月分）
48,600

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター内空気清浄機保守点検業務委託にかかる経費支出について（平成26年8月～9月分）
17,280

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 情報教育推進事業用インターネット・ハウジング回線使用料の経費支出について(９月分)
182,520

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ICT活用事業に伴う校内研究会開催にかかる講師謝礼等経費の支出について
22,720

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(高速同軸通信方式　東・西・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成26年9月）
530,489

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入北ブロックその２にかかる経費の支出について（平成26年9月）
1,900,800

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－北・東ブロック)にかかる経費支出について（平成26年9月）
2,265,408

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－南・西ブロック)にかかる経費支出について（平成26年9月）
2,265,408

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料
情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入東ブロックその２にかかる経費の支出について（平成26年9月
分） 2,116,800

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(高速同軸通信方式　東・西・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成26年9月）
85,111

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料
情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入東ブロックその２にかかる経費の支出について（平成26年9月
分） 825,390

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入北ブロックその２にかかる経費の支出について（平成26年9月）
1,072,440

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－北・東ブロック)にかかる経費支出について（平成26年9月）
81,216

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立特別支援学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入（その２）にかかる経費の支出について（平成26年9月）
360,828

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 磯路小学校における電話代にかかる経費の支出について(平成２６年６月分)
3,300

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究研修支援事業用外色上質紙Ａ４厚口外１点の買入にかかる経費支出について
131,868

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究研修支援事業用外Ａ４ラベル用紙外１２点の買入にかかる経費支出について
55,728

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座特別講座①実施にかかる報償金の支出について
11,460

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研究研修支援事業用外Ａ４ラベル用紙外１２点の買入にかかる経費支出について
26,028

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研究研修支援事業用外Ａ４ラベル用紙外１２点の買入にかかる経費支出について
1,674

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 一般事務用印刷機インク外１点の購入経費の支出について
387,720

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育資料事業用「内外教育」（平成２６年７月～９月分）購読経費の支出について
12,960

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研究研修支援事業用外Ａ４ラベル用紙外１２点の買入にかかる経費支出について
157,701

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研究研修支援事業用外色上質紙Ａ４厚口外１点の買入にかかる経費支出について
100,440

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣＴ活用事業における研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
21,720

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 管理事務用コピー代金（９月分）の支出について
7,418

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター清掃業務委託の実施及び同所要経費の支出について（平成26年９月分）
340,200

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業にかかるやたなか小中一貫校増学級にともなうＩＣＴ環境整備の経費支出について（平成２６年９月）
16,291

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業実証研究総合委託にかかる経費の支出について（長期継続）（平成26年9月）
7,582,269

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業にかかるむくのき学園（中島中学校区小中一貫校）へのＩＣＴ環境整備の経費支出について（平成26年9月）
764,284

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(電力線通信方式　南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年９月）
137,440
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教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業にかかる堀江小学校増学級へのICT環境整備の経費支出について（平成２６年９月）
3,609

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（西・北ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年９月）
1,153,071

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ICT活用事業にかかるやたなか小中一貫校増学級にともなうＩＣＴ環境整備の経費支出について（平成２６年９月）
271,951

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ICT活用事業にかかるむくのき学園（中島中学校区小中一貫校）へのＩＣＴ環境整備の経費支出について（平成26年9月）
1,549,874

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(電力線通信方式　南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年９月）
255,290

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業実証研究総合委託にかかる経費の支出について（長期継続）（平成26年9月）
4,348,815

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業にかかるやたなか小中一貫校増学級にともなうＩＣＴ環境整備の経費支出について（平成２６年９月）
16,290

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（西・北ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年９月）
456,062

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業にかかるむくのき学園（中島中学校区小中一貫校）へのＩＣＴ環境整備の経費支出について（平成26年9月）
656,889

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ICT活用事業にかかるむくのき学園（中島中学校区小中一貫校）へのＩＣＴ環境整備の経費支出について（平成26年9月）
1,291,560

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ICT活用事業にかかるやたなか小中一貫校増学級にともなうＩＣＴ環境整備の経費支出について（平成２６年９月）
271,951

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（西・北ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年９月）
69,401

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(電力線通信方式　南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年９月）
19,635

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(電力線通信方式　南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年９月）
19,635

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（西・北ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年９月）
38,666

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（南ブロック）実施にかかる報償金の経費支出について
7,500

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「がんばる先生支援」グループ研究（３５５）にかかる報償金の経費支出について
6,200

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「がんばる先生支援」グループ研究（３５５）にかかる報償金の経費支出について
11,680

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修　天王寺区人権教育講演会開催にかかる報償金の経費支出について
10,660

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業(３１４)にかかる出張旅費の支出について(９月分）
4,260

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業(２６１)にかかる出張旅費の支出について(８月分）
24,680

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究研修支援事業用拡大機用ロール紙外４点の買入にかかる経費支出について
100,116

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座　「授業づくり１－②」「子ども理解２」実施にかかる経費の支出について
429,640

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座　「授業づくり１－①」「子ども理解１」実施にかかる経費の支出について
75,480

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 全国学力・学習状況調査の調査結果を踏まえた学習指導の改善・充実に向けた説明会への参加にかかる経費支出について
28,980

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 全国教育研究所連盟研究協議会兼第６９回北海道教育研究所連盟研究発表大会への参加にかかる経費支出について
81,700

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２６年度学校体育担当指導主事研究協議会への出席にかかる経費支出について
38,485

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 全国学力・学習状況調査の調査結果を踏まえた学習指導の改善・充実に向けた説明会への参加にかかる経費支出について
28,980

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２６年度情報教育担当者事連絡会議への出席にかかる経費支出について
28,900

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 「保健学習協議会」への出席にかかる経費支出について
29,300

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 全国学力・学習状況調査の調査結果を踏まえた学習指導の改善・充実に向けた説明会への参加にかかる経費支出について
28,980

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 全国学力・学習状況調査の調査結果を踏まえた学習指導の改善・充実に向けた説明会への参加にかかる経費支出について
28,500

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研究研修支援事業用拡大機用ロール紙外４点の買入にかかる経費支出について
52,704

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研究研修支援事業用拡大機用ロール紙外４点の買入にかかる経費支出について
7,257

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研究研修支援事業用拡大機用ロール紙外４点の買入にかかる経費支出について
8,208

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育資料事業用図書室用雑誌(９月分)買入にかかる経費の支出について
19,195

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業校内研修会（池島小学校）にかかる報償金の経費支出について
18,080

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター中央監視盤装置保守点検業務委託にかかる経費支出について(平成26年7月～9月分）
189,540

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　備品修繕料 中央監視装置の緊急修理にかかる経費支出について
73,440

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる経費支出について（平成26年７月～９月分）
10,627

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料
情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム高速同軸通信方式北ブロック及び電力線通信方式東・西・北ブロック保守業務委託にかかる経費の支出について(平成26年9
月) 394,403

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料
情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム高速同軸通信方式北ブロック及び電力線通信方式東・西・北ブロック保守業務委託にかかる経費の支出について(平成26年9
月) 269,778

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料
情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム高速同軸通信方式北ブロック及び電力線通信方式東・西・北ブロック保守業務委託にかかる経費の支出について(平成26年9
月) 53,956

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料
情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム高速同軸通信方式北ブロック及び電力線通信方式東・西・北ブロック保守業務委託にかかる経費の支出について(平成26年9
月) 24,903

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（４ブロック合同）の開催及び経費の支出について
13,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 負担金、補助及交付金　会費 第４６回日本道徳基礎教育学会研究大会参加にかかる参加費の支出について
15,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（８月分）
8,500

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（８月分）
59,740
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教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（８月分）
44,060

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（８月分）
3,460

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（８月分）
33,210

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 教育用インターネットブロバイダ回線使用料の経費支出について(平成２６年９月分)
811,188

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター施設維持管理業務委託長期継続にかかる経費支出について(平成26年4月～9月分）
3,052,080

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
1,150,848

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
509,328

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
73,872

教育委員会事務局 管理担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
42,768

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（児童生徒費等　１０月６日払）の支給について
206,569,327

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（給食費　１０月６日払）の支給について
188,774,984

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（給食費　１０月６日払）の支給について
23,969,216

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（児童生徒費等　１０月６日払）の支給について
358,477,334

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
12,000

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,400

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 環境整備用清掃の委託経費の支出について（９月分）
58,320

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 奨学費・特別支援教育就学奨励費管理システム用サーバ装置等　長期借入経費の支出について（平成２６年９月分）
48,495

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター用ファクシミリ装置の借入経費の支出について（９月分）
22,680

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター用電話代にかかる経費支出について（９月分）
7,238

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事務管理用複写機に係るコピー代金の支出について（９月分）
12,653

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用郵便料金等の経費支出について（９月分）
9,844

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用郵便料金等の経費支出について（９月分）
145,920

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 事務管理用学校経営管理センター事務所の賃借経費の支出について（１０月分）
5,461,437

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（９月分）
1,420

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（９月分）
7,010

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（９月分）
63,870

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事務管理用複写機に係るコピー代金の支出について（９月分）
29,362

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 学校経営管理センター用電気使用料の支出について（９月分）
1,377,040

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 事務管理用通信回線料の経費支出について（ビジネスイーサ９月分）
15,120

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 奨学費事務用窓付き封筒の購入及び同経費の支出について
77,760

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用通信回線料の経費支出について（ビジネスイーサ９月分）
251,640

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学援助用郵便料金等の経費支出について（９月分）
110,440

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成26年度奨学費・特別支援教育就学奨励費管理システム保守業務委託及び同所要経費の支出について（上半期分）
760,366

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（給食費　１０月６日払における口座振替不能）の再支給について
804,804

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（児童生徒費等　１０月６日払における口座振替不能）の再支給について
731,655

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（児童生徒費等　１０月６日払における口座振替不能）の再支給について
1,029,558

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（給食費　１０月６日払における口座振替不能）の再支給について
49,590

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 奨学費用郵便料等の経費支出について（９月分）
33,645

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター用電話代（メンバーズネット）にかかる経費支出について（９月分）
17,631

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター用電話代にかかる経費支出について（９月分）
188,657

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 （学校給食費用）督促状用印影の印刷に係る経費の支出について
24,289

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 学校給食費未納対策用　窓付き封筒の作成に係る経費の支出について
187,920

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 学校徴収金システム及び学校給食費システム等にかかる口座振替用フロッピーディスク他の配送業務委託にかかる支出について（９月分）
18,360

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校徴収金システム及び学校給食費システム等にかかる口座振替用フロッピーディスク他の配送業務委託にかかる支出について（９月分）
27,540

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校徴収金システム及び学校給食費システム等にかかる口座振替用フロッピーディスク他の配送業務委託にかかる支出について（９月分）
18,360

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（９月分）
51,259,142

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（９月分）
99,484,413

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（９月分）
51,994,266
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教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（９月分）
27,261,936

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（９月分）
5,280,901

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（９月分）
9,817,324

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（９月分）
2,914,561

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（９月分）
5,465,088

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 学校給食費督促状発送用　トナーカートリッジ　外買入に係る経費の支出について
64,692

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 旭区、城東区、鶴見区の大阪市立学校（５７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
1,784,592

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 西区、港区、大正区、浪速区の大阪市立学校（５６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
1,280,874

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小、中、高等及び特別支援学校産業廃棄物の処分業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
2,741,845

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 都島区、中央区、天王寺区、浪速区、旭区、城東区及び鶴見区の大阪市立学校（１１１校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
1,881,184

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 住之江区、住吉区の大阪市立学校（４６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
1,285,495

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 東住吉区、平野区の大阪市立学校（５６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
1,934,463

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 淀川区、東淀川区の大阪市立学校（４９校）の一般廃棄物収集運搬業務委託（単価契約）７～９月分
1,238,947

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 天王寺区、東成区、生野区の大阪市立学校（５７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
1,371,953

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 北区、福島区、此花区、西淀川区、淀川区及び東淀川区の大阪市立学校（１１０校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
1,331,513

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 北区、都島区、中央区の大阪市立学校（４７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
1,003,274

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 東成区、生野区、阿倍野区、東住吉区及び平野区の大阪市立学校（１１７校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
1,927,600

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 阿倍野区、西成区の大阪市立学校（３６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
831,142

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小、中、高等及び特別支援学校産業廃棄物のリサイクル処理業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
323,350

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 福島区、此花区、西淀川区の大阪市立学校（４４校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
1,158,515

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 西区、港区、大正区、住之江区、住吉区及び西成区の大阪市立学校（１１０校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
1,402,176

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 東住吉区、平野区の大阪市立学校（５６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
941,090

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 都島区、中央区、天王寺区、浪速区、旭区、城東区及び鶴見区の大阪市立学校（１１１校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
779,348

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 天王寺区、東成区、生野区の大阪市立学校（５７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
577,664

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 淀川区、東淀川区の大阪市立学校（４９校）の一般廃棄物収集運搬業務委託（単価契約）７～９月分
510,154

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 阿倍野区、西成区の大阪市立学校（３６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
380,940

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 北区、福島区、此花区、西淀川区、淀川区及び東淀川区の大阪市立学校（１１０校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
525,597

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 東成区、生野区、阿倍野区、東住吉区及び平野区の大阪市立学校（１１７校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
901,216

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小、中、高等及び特別支援学校産業廃棄物のリサイクル処理業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
139,827

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小、中、高等及び特別支援学校産業廃棄物の処分業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
1,185,662

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 福島区、此花区、西淀川区の大阪市立学校（４４校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
411,086

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 住之江区、住吉区の大阪市立学校（４６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
664,912

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 西区、港区、大正区、住之江区、住吉区及び西成区の大阪市立学校（１１０校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
633,860

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 北区、都島区、中央区の大阪市立学校（４７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
483,058

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 旭区、城東区、鶴見区の大阪市立学校（５７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
704,444

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 西区、港区、大正区、浪速区の大阪市立学校（５６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
505,608

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 福島区、此花区、西淀川区の大阪市立学校（４４校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
74,743

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小、中、高等及び特別支援学校産業廃棄物の処分業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
175,997

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小、中、高等及び特別支援学校産業廃棄物のリサイクル処理業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
20,755

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 北区、都島区、中央区の大阪市立学校（４７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
260,108

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 西区、港区、大正区、浪速区の大阪市立学校（５６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
67,415

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 西区、港区、大正区、住之江区、住吉区及び西成区の大阪市立学校（１１０校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
57,624

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 旭区、城東区、鶴見区の大阪市立学校（５７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
93,926

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 阿倍野区、西成区の大阪市立学校（３６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
69,262

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 都島区、中央区、天王寺区、浪速区、旭区、城東区及び鶴見区の大阪市立学校（１１１校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
241,867

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 住之江区、住吉区の大阪市立学校（４６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
44,327

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 淀川区、東淀川区の大阪市立学校（４９校）の一般廃棄物収集運搬業務委託（単価契約）７～９月分
36,440

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 東成区、生野区、阿倍野区、東住吉区及び平野区の大阪市立学校（１１７校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
75,101
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教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 北区、福島区、此花区、西淀川区、淀川区及び東淀川区の大阪市立学校（１１０校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
70,080

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 天王寺区、東成区、生野区の大阪市立学校（５７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
72,208

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 住之江区、住吉区の大阪市立学校（４６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
44,327

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 東住吉区、平野区の大阪市立学校（５６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
104,566

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 旭区、城東区、鶴見区の大阪市立学校（５７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
93,926

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小、中、高等及び特別支援学校産業廃棄物のリサイクル処理業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
10,924

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 福島区、此花区、西淀川区の大阪市立学校（４４校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
37,371

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 東成区、生野区、阿倍野区、東住吉区及び平野区の大阪市立学校（１１７校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
75,101

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小、中、高等及び特別支援学校産業廃棄物の処分業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
92,630

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 北区、福島区、此花区、西淀川区、淀川区及び東淀川区の大阪市立学校（１１０校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
35,040

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 北区、都島区、中央区の大阪市立学校（４７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
37,158

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 西区、港区、大正区、住之江区、住吉区及び西成区の大阪市立学校（１１０校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
19,208

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 淀川区、東淀川区の大阪市立学校（４９校）の一般廃棄物収集運搬業務委託（単価契約）７～９月分
36,440

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 天王寺区、東成区、生野区の大阪市立学校（５７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
36,104

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 西区、港区、大正区、浪速区の大阪市立学校（５６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
33,707

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 都島区、中央区、天王寺区、浪速区、旭区、城東区及び鶴見区の大阪市立学校（１１１校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
107,496

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 学校徴収金用口座振替等データ伝送にかかる手数料の支出について（４月～９月分）
129,600

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 学校徴収金口座振替等データ伝送にかかる手数料の支出について（４月～９月）
32,400

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 学校徴収金口座振替等データ伝送にかかる手数料の支出について（４月～９月分）
32,400

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学務担当（未収金対策グループ）用郵便料金等の経費支出について（９月分）
42,618

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 学校徴収金口座振替等データ伝送にかかる手数料の支出について（４月～９月分）
84,240

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 学校徴収金口座振替等データ伝送にかかる手数料の支出について（４月～９月分）
63,000

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 学校徴収金口座振替等データ伝送にかかる手数料の支出について（４月～９月分）
37,800

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 学校徴収金口座振替等データ伝送にかかる手数料の支出について（４月～９月）
18,900

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 学校徴収金口座振替等データ伝送にかかる手数料の支出について（４月～９月分）
6,300

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物管理票発行にかかる電子マニフェスト使用料の支出について（７月～９月分）
16,653

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物管理票発行にかかる電子マニフェスト使用料の支出について（７月～９月分）
6,955

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物管理票発行にかかる電子マニフェスト使用料の支出について（７月～９月分）
929

教育委員会事務局 学務担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物管理票発行にかかる電子マニフェスト使用料の支出について（７月～９月分）
551

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 職員手当等　児童手当 教職員児童手当の支出について（１０月支給分）
50,705,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 システム用ＬＴＯデータカートリッジ外４点の経費の支出について
76,680

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 システム用ＬＴＯデータカートリッジ外４点の経費の支出について
4,050

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 システム用ＬＴＯデータカートリッジ外４点の経費の支出について
248,670

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 失業者の退職手当の支給について（１０月１５日払）
406,459

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 退職手当の支給について（１０月１５日払）
14,252,924

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 住基システム再構築データ連携用ＵＳＢメモリの経費の支出について
15,660

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員情報システム用セキュリティソフトの更新に係る経費の支出について
19,008

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　給料 平成２６年１０月　給与の支出について
14,515,062

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　教員給 平成２６年１０月　給与の支出について
104,890,833

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２６年１０月　給与の支出について
1,180,300

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２６年１０月　給与の支出について
14,487,779

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２６年１０月　給与の支出について
3,221,830

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２６年１０月　給与の支出について
7,413

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２６年１０月　給与の支出について
27,734,833

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２６年１０月　給与の支出について
2,526,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２６年１０月　給与の支出について
753,712

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月　報酬の支出について
9,839,751

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 賃金　賃金 平成２６年１０月　アルバイト賃金の支出について
314,220
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月　報酬の支出について
266,560

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月　報酬の支出について
15,288,908

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月　報酬の支出について
187,244

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 給料　給料 平成２６年１０月　給与の支出について
315,610,852

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 給料　教員給 平成２６年１０月　給与の支出について
30,867,246

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２６年１０月　給与の支出について
12,448,125

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２６年１０月　給与の支出について
55,001,729

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２６年１０月　給与の支出について
253,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２６年１０月　給与の支出について
206,398

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２６年１０月　給与の支出について
52,976,831

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２６年１０月　給与の支出について
7,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２６年１０月　給与の支出について
7,516,300

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２６年１０月　給与の支出について
400,309

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２６年１０月　給与の支出について
41,108

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 災害補償費　災害補償費 公務災害による休業補償費（９月分）の支出について
349,302

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月　報酬の支出について
3,354,316

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 教育活動支援員及び特別支援教育補助員にかかる賃金の支出について（９月分）
19,622,901

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 平成２６年１０月　アルバイト賃金の支出について
4,394,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 給料　給料 平成２６年１０月　給与の支出について
65,491,403

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 給料　教員給 平成２６年１０月　給与の支出について
40,206,071

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２６年１０月　給与の支出について
4,025,900

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２６年１０月　給与の支出について
15,321,136

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２６年１０月　給与の支出について
244,900

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２６年１０月　給与の支出について
42,370

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２６年１０月　給与の支出について
158,519

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２６年１０月　給与の支出について
20,730,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２６年１０月　給与の支出について
2,043,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２６年１０月　給与の支出について
2,679,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２６年１０月　給与の支出について
516,615

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２６年１０月　給与の支出について
33,280

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月　報酬の支出について
191,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 教育活動支援員及び特別支援教育補助員にかかる賃金の支出について（９月分）
5,090,245

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 平成２６年１０月　アルバイト賃金の支出について
1,770,832

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 給料　給料 平成２６年１０月　給与の支出について
39,305,088

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 給料　教員給 平成２６年１０月　給与の支出について
440,635,345

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２６年１０月　給与の支出について
12,641,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２６年１０月　給与の支出について
57,124,426

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２６年１０月　給与の支出について
2,923,055

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２６年１０月　給与の支出について
1,017,778

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２６年１０月　給与の支出について
100,309,918

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　産業教育手当 平成２６年１０月　給与の支出について
5,459,185

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　定時制教育手当 平成２６年１０月　給与の支出について
4,069,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２６年１０月　給与の支出について
8,058,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２６年１０月　給与の支出について
6,668,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２６年１０月　給与の支出について
6,425,522

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２６年１０月　給与の支出について
108,686

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 災害補償費　災害補償費 公務災害による休業補償費（９月分）の支出について
49,740

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月　報酬の支出について
24,190,863
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 平成２６年１０月　アルバイト賃金の支出について
1,789,031

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 給料　給料 平成２６年１０月　給与の支出について
16,947,418

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 給料　教員給 平成２６年１０月　給与の支出について
19,470,846

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２６年１０月　給与の支出について
1,020,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２６年１０月　給与の支出について
4,961,487

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２６年１０月　給与の支出について
35,904

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２６年１０月　給与の支出について
7,326,596

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２６年１０月　給与の支出について
60,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２６年１０月　給与の支出について
934,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２６年１０月　給与の支出について
268,222

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月　報酬の支出について
377,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 賃金　賃金 平成２６年１０月　アルバイト賃金の支出について
1,264,660

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（９月分）
181,929

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（９月分）
524,175

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 府費給与等口座振替支払い用データ伝送に係るパソコンサービス利用料金の支出について（９月分）
10,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員人事給与事務に係るデータ入力業務委託の経費支出について（９月分）
15,506

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成26年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）の経費の支出について(９月分)
25,488

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成26年度教職員情報システム運用保守業務委託に係る経費の支出について（4月～9月分）
35,433,612

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用ルータ装置借入（長期継続契約）経費の支出について（９月分）
179,107

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センターネットワーク統合用集約ファイアウォールサーバ装置等借入（長期継続契約）経費の支出について（９月分）
48,168

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワーク業務システム（旧学校財務会計システム）用サーバ装置等長期借入経費の支出について（９月分）
1,775,088

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成26年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）の経費の支出について(９月分)
486

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（９月分）
1,443,103

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用サーバ装置等借入（長期継続）経費の支出について（９月分）
344,196

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用東住吉特別支援学校端末装置等借入（長期継続）（９月分）
1,987

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター財務会計用校園端末装置等長期借入経費の支出について（９月分）
33,825

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成26年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）の経費の支出について(９月分)
18,090

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員勤務情報システムサーバ関係機器等借入（長期継続契約）経費の支出について（９月分）
155,088

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用サーバ装置等（増強分）借入（長期継続契約）経費の支出について（９月分）
166,060

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（９月分）
3,616

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市教育委員会校務支援システム用支援サービス業務委託経費の支出について（第１９回中間払い）（９月分）
55,409,427

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター業務用インターネットサーバ装置等長期借入経費の支出について（９月分）
149,558

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（９月分）
4,157,863

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用東住吉特別支援学校端末装置等借入（長期継続）（９月分）
14,083

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター業務用インターネットサーバ装置等長期借入経費の支出について（９月分）
238,680

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用サーバ装置等（増強分）借入（長期継続契約）経費の支出について（９月分）
489,478

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター財務会計用校園端末装置等長期借入経費の支出について（９月分）
1,012,219

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員情報システム機器一式再借入経費の支出について（二期調達）（９月分）
9,244

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（９月分）
13,396

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用ルータ装置借入（長期継続契約）経費の支出について（９月分）
604,541

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用サーバ装置等借入（長期継続）経費の支出について（９月分）
897,804

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員勤務情報システムサーバ関係機器等借入（長期継続契約）経費の支出について（９月分）
632,124

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワーク業務システム（旧学校財務会計システム）用サーバ装置等長期借入経費の支出について（９月分）
6,651,374

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センターネットワーク統合用集約ファイアウォールサーバ装置等借入（長期継続契約）経費の支出について（９月分）
155,239

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員情報システム用機器一式再借入経費の支出について（一期調達）（９月分）
127,720

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ３）（９月分）
203,767

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ２）（９月分）
553,791

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ４）（９月分）
485,931
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ５）（９月分）
188,692

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ１）（９月分）
195,085

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（９月分）
8,136

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ２）（９月分）
2,051,532

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ４）（９月分）
2,443,069

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ１）（９月分）
2,256,762

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ５）（９月分）
2,689,666

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（９月分）
30,141

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ３）（９月分）
2,859,945

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（９月分）
5,424

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ５）（９月分）
121,808

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ３）（９月分）
107,597

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ１）（９月分）
116,495

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ２）（９月分）
317,390

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ４）（９月分）
308,409

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ２）（９月分）
1,175,779

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（９月分）
20,094

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ１）（９月分）
1,347,630

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ４）（９月分）
1,550,555

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ３）（９月分）
1,510,167

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ５）（９月分）
1,736,282

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ６）（９月分）
167,095

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ６）（９月分）
1,550,270

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ６）（９月分）
163,385

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（９月分）
1,809

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（９月分）
6,700

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ６）（９月分）
1,515,850

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 平成２６年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（９月分）
229,392

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校務支援システム用ハウジングサービスの経費支出について（９月分）
55,080

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 教職員情報システム用専用回線使用料にかかる経費の支出について（９月分）
56,160

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校務支援システム用情報接続網利用にかかる通信回線料の支出について（９月分）
91,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員勤務情報システム保守業務委託の経費の支出について（４月～９月分）
13,979,596

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成２６年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（９月分）
1,174,176

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成２６年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（９月分）
509,328

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成２６年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（９月分）
77,760

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成２６年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（９月分）
38,880

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教職員情報システムの機種更新および新公会計制度導入に伴うシステム改修に係る経費の支出について（4月～9月分）
12,077,748

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（１０月分）の支出について
19,229,421

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合事務費負担金（下半期）の支出について
443,895

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（９月分）の支出について
5,116,571

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（９月分）の支出について
1,312,285

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 賃金　賃金 社会保険料（９月分）の支出について
32,475

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 教員の退職手当について（１０月３１日払）
2,209,065

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校務支援ICT用接続回線料に係る経費の支出について（９月分）
498,960

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校園ネットワークシステム用使用料の支出について（９月分）
679

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校園ネットワークシステム用使用料の支出について（９月分）
540

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（９月分）の支出について
1,668,792

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 校務支援ICT用接続回線料に係る経費の支出について（９月分）
736,560
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（１０月分）の支出について
65,671,854

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合事務費負担金（下半期）の支出について
1,705,260

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（９月分）の支出について
7,210,639

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（９月分）の支出について
53,197

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（９月分）の支出について
416,402

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（１０月分）の支出について
14,015,529

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合事務費負担金（下半期）の支出について
357,460

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（９月分）の支出について
6,659,433

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（９月分）の支出について
28,076

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（９月分）の支出について
263,739

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合事務費負担金（下半期）の支出について
1,593,920

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（１０月分）の支出について
87,441,754

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（９月分）の支出について
12,286,090

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（９月分）の支出について
505,837

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（９月分）の支出について
195,766

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合事務費負担金（下半期）の支出について
142,105

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（１０月分）の支出について
6,218,429

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（９月分）の支出について
1,261,428

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（９月分）の支出について
26,598

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（９月分）の支出について
166,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,639,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　食糧費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
106,702

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
21,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　図書購入費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
17,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 バーコードラベル外の購入の支出について
207,619

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学習プリント　外の購入の支出について
18,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン他購入の支出について
224,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 園芸用支柱１８０ｃｍ１０組外購入の支出について
123,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル購入の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 マグネットスクリーン他購入の支出について
175,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
50,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 備品購入費　図書購入費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育研修にかかる講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　購入の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タイマー購入の支出について
17,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール他１３点の購入の支出について
97,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外購入の支出について
64,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 半紙　外　購入の支出について
139,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワゴン他購入の支出について
74,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム手袋　外購入の支出について
28,101

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄棒補助パッド他購入の支出について
16,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耐熱ガラス鍋外購入の支出について
36,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジ　外　購入の支出について
30,661

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図工教授用物品「版画版」他の購入の支出について
47,060
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー外購入の支出について
34,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保健調査票印刷の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はちまき購入の支出について
22,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール水質改善薬剤購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンガセット外購入の支出について
63,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューナーユニット外購入の支出について
86,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓外購入の支出について
22,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「女の子のおりがみ」外購入の支出について
20,786

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
75,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 長縄外の購入の支出について
65,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用液体石鹸　外購入の支出について
40,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おはながみ　外の購入の支出について
36,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ　外購入の支出について
41,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
17,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤプレイヤー外購入の支出について
95,837

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄杭　他購入の支出について
11,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰外２件購入の支出について
20,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 うちわ外購入の支出について
65,531

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸型水槽　外　購入の支出について
92,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平テープ外購入の支出について
39,997

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（塩化マグネシウム）購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰外購入の支出について
30,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーランクー購入の支出について
221,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドフリーポンポン　購入の支出について
17,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 　バスキーボード　外　購入の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アーク溶接特別教育受講料ならびに資料購入の支出について
840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性マーカー　外　購入の支出について
89,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレスたわし外購入の支出について
41,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 運動会ＣＤ外購入の支出について
9,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光ペン外購入の支出について
62,101

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
101,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式草刈機購入の支出について
39,949

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 仕上げ刷毛外購入の支出について
68,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パウチラミネーター購入の支出について
13,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 音楽用楽譜他購入の支出について
31,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーはちまき外購入の支出について
11,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級旗　外　購入の支出について
24,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーランクー購入の支出について
73,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＵＨＦ・ＦＭ増幅器購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台　黒　外購入の支出について
158,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館パネルサイン外購入の支出について
83,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 竹ものさし３０ｃｍ　４０本組外購入の支出について
220,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドマーク　購入の支出について
97,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
69,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホース　外　購入の支出について
36,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 断裁機用替刃購入の支出について
36,720
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
89,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
204,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 伸縮カラー軍手購入の支出について
46,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
21,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タオル外購入の支出について
64,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自在ホウキ　外　購入の支出について
15,487

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙外購入の支出について
86,343

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー外の購入の支出について
21,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスターＥＤ５００用１２本購入の支出について
87,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て目薬外の購入の支出について
88,963

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラグビー用ボール外購入の支出について
45,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　他　購入の支出について
29,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 探検バック　外購入の支出について
29,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
41,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防音イヤーマフ外購入の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腕輪外購入の支出について
12,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤購入の支出について
26,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
17,560,826

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコール　外購入の支出について
14,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯外購入の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
83,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 和太鼓バチ　購入の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　他　購入の支出について
255,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　外　購入の支出について
14,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用紙購入の支出について
25,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰエアコン部品　購入の支出について
114,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙雷管他購入の支出について
93,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 発表ボード両面白板他購入の支出について
123,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
18,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 解剖顕微鏡外購入の支出について
75,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　他　購入の支出について
87,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニソフトバレーボール外購入の支出について
24,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 えのもり文庫「科学のアルバム」外購入の支出について
147,883

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ナイロンたわし他購入の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マット８枚購入の支出について
142,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 切断砥石外購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウッドブロック用バチ　外購入の支出について
68,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
273,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高枝切り鋏外購入の支出について
84,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニソフトバレーボール　外購入の支出について
39,069

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふきん外購入の支出について
80,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
62,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
60,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 男子便所修理の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修の支出について
2,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室ダクト補修工事の支出について
96,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
5,151
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 小学校６年教室ガラス補修工事の支出について
17,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂前ガラスブロック取替工事の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内トイレ尿石除去工事の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 鳥小屋漏水補修工事の支出について
14,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室　床面　補修工事の支出について
47,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 煙探知機補修工事の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場トラックラインテープ他設置工事の支出について
155,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書室ガラス補修の支出について
8,883

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
15,271

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 庇・講堂舞台幕補修工事の支出について
58,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給水加圧ポンプ修繕工事の支出について
49,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 硝子入替工事の支出について
7,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場整地補修工事の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室ダクト分解清掃・換気設備他整備工事の支出について
154,818

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室給水管・給湯管引換工事の支出について
108,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室　電気スイッチ補修工事の支出について
9,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食準備室漏電修理工事の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 温水ボイラー修理の支出について
62,586

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室固定釜補修の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン点検修理の支出について
25,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
14,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガスボイラーの修理の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室前ゲート弁漏水修理の支出について
11,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 カラーコピー機修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 エアコン修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗濯機修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転釜修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室食器洗浄機修理の支出について
51,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 移動台修理の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 舞台幕縫製修理の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オートロック修理の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
94,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転がま点火装置点検補修の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
293,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 野菜裁断機刃取替修理の支出について
26,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室屋外冷蔵庫修理の支出について
202,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
14,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用白米購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
6,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費・入館料の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費（１０／２）の支出について
3,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費・入場料の支出について
25,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年社会見学にかかる参加児童交通費（１０／２）の支出について
10,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 歴史博物館見学にかかる参加児童交通費１０／２の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,518,100
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（１０／２）の支出について
1,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電リサイクル回収料外の支出について
36,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 家電リサイクル回収料外の支出について
86,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
153,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫防除作業業務委託の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習にかかる参加児童交通費・入館料の支出について
1,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
333,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験学習にかかる参加児童交通費（１０／２）の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）借入の支出について
79,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費・入場料の支出について
23,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
4,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 チューナーユニット外購入の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 洗濯機購入の支出について
61,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 図書館用ＰＣ２台購入の支出について
267,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 発表ボード両面白板他購入の支出について
210,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 紙雷管他購入の支出について
50,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 　バスキーボード　外　購入の支出について
114,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「もこもこもこ」外の購入の支出について
284,879

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　ビロードのうさぎ　外　購入の支出について
353,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 「のりもの」外図書室用児童図書購入の支出について
375,617

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
32,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育受講料の支出について
29,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし取替等特別教育外受講料の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別教育受講料ならびに資料購入の支出について
18,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
575,226

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機講習受講料の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 職能向上のための講習会参加（１０月分）の支出について
53,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業者安全衛生教育受講料の支出について
8,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生教育受講料（１０／８受講分）の支出について
8,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習（９／１２）にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習（９／８）にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校入学案内２０１５年度版購入の支出について
12,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 患者用回転椅子外購入の支出について
75,783

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学校図書館システムソフト外２点購入の支出について
106,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインテープ外４点の購入の支出について
75,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ購入の支出について
42,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク、他購入の支出について
83,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
103,033

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フラットファイル（ＰＰ製）　外購入の支出について
20,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブルーレイレコーダー　ほか　購入の支出について
95,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 捕手用マスク外３点購入の支出について
16,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 まな板　外　購入の支出について
101,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球ラバー外購入の支出について
14,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰパワー基板外修理部品購入の支出について
97,102
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙外購入の支出について
213,122

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 落書き落としスプレー　他　の購入の支出について
36,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
69,033

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜「紅蓮の弓矢」　外　購入の支出について
18,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書類用バッグ外１点購入の支出について
27,243

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ絞り器外購入の支出について
57,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　他購入の支出について
192,443

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電気分解燃料電池実験器外購入の支出について
116,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 装飾用テープ　外　購入の支出について
40,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 お琴の爪セット　ほか　購入の支出について
68,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自在ホーキスペア外の購入の支出について
34,257

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙（四つ切）外購入の支出について
17,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドライン用パウダー購入の支出について
41,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ２連はしご　外　購入の支出について
75,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク　購入の支出について
27,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
8,423,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ベゴニア苗　外　購入の支出について
34,063

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパーホルダー　外　購入の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 板材　外　購入の支出について
36,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スズランテープ外購入の支出について
33,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ用ラベル外購入の支出について
32,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 採点表示板購入の支出について
11,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キャッチャーズヘルメット、他購入の支出について
7,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック購入の支出について
22,653

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
143,087

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
15,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
34,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
51,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館ガラス入替工事の支出について
22,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス取替補修工事の支出について
13,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館１階トイレ電灯スイッチ外補修工事の支出について
18,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 事務室　窓ガラス補修の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 西校舎前外部給水管漏水補修工事の支出について
35,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 舞台幕補修工事の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 障子張替および襖鴨居補修工事の支出について
144,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 技術室前照明器具取り付け工事の支出について
98,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス破損入替工事の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
28,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 チューバ外　修理の支出について
59,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 テレビドアホン修理の支出について
112,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
28,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＧＨＰ修理の支出について
49,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
230,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート　外　修理の支出について
50,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ウォータークーラー修理の支出について
31,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ　弦張替え　修理の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット外修理の支出について
12,096
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 事務用回転椅子　修理の支出について
22,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,253,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
8,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
21,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
79,126

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
173,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アルミワンタッチテント購入の支出について
102,103

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プリンタ用ラベル外購入の支出について
107,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「思い出のマーニー上」外購入の支出について
324,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「タックス　ヘイブン」　外　購入の支出について
291,453

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育受講料の支出について
57,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
349,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし特別教育受講料の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,443,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
205,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 生徒成績等通知書類の送付（１０／１）用切手購入の支出について
20,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
366,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
13,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
62,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
62,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
34,049

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
766,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
103,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小学部６年修学旅行付き添い職員入場料等の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
112,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ボールケース　外　購入の支出について
65,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 水泳コースロープ用金具他購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 展示型卓上小型書架外購入の支出について
25,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 紅白玉入れ用かご１台購入の支出について
19,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 メトロノーム購入の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 虫めがね外購入の支出について
211,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カーテン外購入の支出について
74,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ購入の支出について
26,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 充電式ブロワ購入の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ハードディスク購入の支出について
15,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 グランドロープ他　購入の支出について
33,091

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 けん玉購入の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 麻袋購入の支出について
6,480
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書室タイルカーペット敷き工事の支出について
341,841

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室床面滑り止め加工外補修工事の支出について
210,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 バレーボール支柱立て取替および床補修工事の支出について
262,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス漏れ修繕工事の支出について
53,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置補修工事の支出について
165,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室フード等分解清掃の支出について
103,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場側溝補修及び土間陥没部補修工事の支出について
132,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室換気フード分解清掃の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階教室間仕切撤去工事の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ排水管整備工事の支出について
243,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関フロアヒンジ取替工事の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール補修工事の支出について
181,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 新館２階理科室排水配管工事の支出について
243,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
32,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館電動バスケットゴール補修の支出について
253,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室空調機修理工事の支出について
59,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館　中央通路　外壁　補修工事の支出について
388,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電話設備補修工事の支出について
35,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 事務室流台補修工事の支出について
67,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場漏水補修工事の支出について
185,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎３階児童会室外黒板取替工事の支出について
154,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 鉄柵修理工事の支出について
965,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 国旗ポール取付工事の支出について
496,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 分校給食室　物置扉増設及び手洗場改修工事の支出について
864,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 ガス栓移設工事の支出について
10,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 マーチングテューバ購入の支出について
343,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 保健室用ソファーベッド購入の支出について
115,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 トロンボーン購入の支出について
107,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 アコーディオン　外　購入の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 放送機器部品（アッテネーター）他の購入の支出について
42,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ポスターカラー（幼児用６５０ｍｌ）購入の支出について
62,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
84,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 カラーポリ袋の購入の支出について
11,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ビニールテープ　外８件　購入の支出について
30,163

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色上質紙　外の購入の支出について
20,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 日章旗の購入の支出について
4,309

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 花と野菜の土　外５件　購入の支出について
21,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 管理作業員室　硝子取替工事の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 １階トイレ便器洋式化工事の支出について
183,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 ２階誘導灯取替工事の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 ビデオカメラ修理の支出について
15,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスアンプ・マイクの購入の支出について
167,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 歌唱指導における講師謝礼金の支出について
13,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 発音学習会　講師謝礼の支出について
46,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙ほかの購入の支出について
23,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 フルカラー拡大コピー機購入の支出について
356,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 特別支援教育講座参加費（１０／３）の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
37,368
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 かつどうずかん　しぜんとともだち　の購入の支出について
40,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用三脚他の購入の支出について
77,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体育用物品「石灰」の購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓　外の購入の支出について
33,906

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用インク外購入の支出について
82,585

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶プロジェクター購入の支出について
44,749

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食器用洗剤外　購入の支出について
29,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メッシュ折り紙外購入の支出について
21,062

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＰ　部品　外　購入の支出について
148,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
77,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン用消石灰外購入の支出について
59,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシール外　購入の支出について
13,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドテープ外　購入の支出について
15,093

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルインク購入の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料外購入の支出について
97,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 封筒外購入の支出について
19,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 虫よけスプレー外購入の支出について
24,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙　外　購入の支出について
24,667

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラシャ紙外購入の支出について
93,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジ　ほか購入の支出について
6,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 天井雨漏り補修工事の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室トイレコンセント設置工事の支出について
21,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガスヒーポン室外機修理の支出について
74,077

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシンの修理の支出について
17,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食缶消毒保管庫修理の支出について
97,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 温水ボイラー修理の支出について
77,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 シュレッダー修理の支出について
45,554

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給湯器修理の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 タテ型冷蔵庫　修理の支出について
47,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室炊飯器ホース取替の支出について
6,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室固定釜点火棒修理作業の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費及び観覧料の支出について
13,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 防災等体験学習にかかる児童交通費外（１０／３）の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年校外活動にかかる参加児童交通費（１０／３）の支出について
23,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外活動にかかる参加児童交通費（１０／３）の支出について
22,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる児童交通費外（１０／３）の支出について
13,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 演劇鑑賞会業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行　参加児童入場料（１０／２）の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 防災等体験学習にかかる児童交通費外（１０／３）の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費及び観覧料の支出について
22,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる児童交通費外（１０／３）の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生教育受講料（１０／１０分）の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路用図書「高校入学案内一覧　近畿版」購入の支出について
5,392
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路指導用「高校入試問題集」の購入の支出について
18,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校受験ガイドブック外購入の支出について
20,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 圧着ペンチ外　購入の支出について
36,531

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯洗剤　他購入の支出について
31,687

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカトリッジ　購入の支出について
54,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス外６点購入の支出について
129,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 油性塗料外の購入の支出について
34,506

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷湿布、他購入の支出について
18,069

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コートブラシ、他購入の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館蔵書整備ソフト　外　購入の支出について
97,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 耐火レンガ外購入の支出について
77,457

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
85,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プレゼンテーション用マウス購入の支出について
41,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット式習字用水書板外購入の支出について
37,401

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 封筒　購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「養護教諭―毎日の執務とその工夫―」購入の支出について
3,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土ベラセット外の購入の支出について
61,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 彫刻刀　外　　購入の支出について
83,642

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルプリンターカートリッジ外購入の支出について
34,506

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤の購入の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 棒磁石　ほか　購入の支出について
71,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス破損補修工事の支出について
14,558

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット　修理の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
21,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年秋の校外学習生徒交通費（１０／２・３）の支出について
141,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 保健室用ソファーベッドの購入の支出について
65,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育振動工具取扱作業外受講料の支出について
24,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育アーク溶接受講料の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 「産業社会と人間」　講演会講師謝礼金の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 剣道用面外購入の支出について
41,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレスボールの購入の支出について
8,985

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スクリーン生地等の購入の支出について
30,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシール外購入の支出について
19,926

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 照明リモコン購入の支出について
5,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶モニタ他購入の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 過酸化水素水外購入の支出について
3,326

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 養生テープ外購入の支出について
40,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電話交換機蓄電池購入の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　燃料費 コークス購入の支出について
75,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　燃料費 重油の購入の支出について
23,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 「学校案内」の印刷の支出について
100,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 部室入口鉄扉（２箇所）補修工事の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット修理にかかる請負経費の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折り機の修理の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタル印刷機の修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ビジュアルデザイン科職員室空調室内機修理の支出について
28,296
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル回収料外の支出について
1,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル回収料外の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「憲法主義」他の購入の支出について
178,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「斬月」他購入の支出について
73,118

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
75,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業講習他受講料の支出について
42,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 フードスライサー　ベルト　購入の支出について
14,234

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンディーロール模造紙　他購入の支出について
23,533

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 シールテープ　外　購入の支出について
94,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ディスプレイ用ケーブル　他購入の支出について
74,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 ルームエアコン取替工事の支出について
105,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 女子トイレ・小学部教室　照明器具等補修の支出について
34,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋内排水管詰まり貫通修理工事の支出について
65,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 中学部用ミシン　調整修理の支出について
8,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー　刃　修理の支出について
25,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター　修理の支出について
29,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育　受講料の支出について
20,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 実務電卓購入の支出について
20,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　ブラインド購入の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ購入の支出について
49,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 食堂勝手口ドア取り替え修理の支出について
290,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食調理室内部壁面外塗装補修工事の支出について
467,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 排水溝補修および設置工事の支出について
495,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校長室３路スイッチ補修工事の支出について
48,789

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 家庭科準備室他引違い戸取替工事の支出について
734,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場他施設改良工事の支出について
950,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館および格技室照明器具取替工事の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過機のポンプ及びエレメント分解補修工事の支出について
444,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰ補修工事の支出について
205,783

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消火栓設備不良箇所補修工事の支出について
100,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館スイッチ移設工事の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南門　鉄扉補修工事の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室床補修工事の支出について
528,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室及び音楽準備室床面補修工事の支出について
676,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室床改修工事の支出について
469,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 西校舎２Ｆ手洗い場新設工事の支出について
939,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 足洗い場設置工事の支出について
299,678

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　　　１６号給湯器の購入の支出について
104,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ポータブルワイヤレスアンプ　外　購入の支出について
205,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 位置決めセンサー購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色紙の購入の支出について
12,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 布カラーガムテープ　外　購入の支出について
42,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタルビデオカメラ購入の支出について
46,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 業務用掃除機購入の支出について
25,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ペンキ　外　購入の支出について
155,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色上質紙　購入の支出について
11,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
95,825
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ポスターカラー購入の支出について
76,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 火災報知機用バッテリー交換修理の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 印刷機排版ユニット及びインクポンプ一式交換修理の支出について
112,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研修会講師謝礼金の支出について
28,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「障がいから学ぶ」の研修講師謝礼の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学級づくり研修講師謝礼の支出について
16,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研修会講師謝礼金の支出について
49,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 色上質紙　購入の支出について
14,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　外　購入の支出について
255,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 音楽ソフトウェア　購入の支出について
13,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 日本生徒指導学会第１５回大会参加費（１０／４）の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん教室にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ふれあい民踊講習会実施にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国・朝鮮の文化体験学習　講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国の文化に触れる取り組みの講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ふれあい民踊講習会実施にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 手話体験　講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然教室付添看護師謝礼金等の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「小学校珠算授業」講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然教室付添指導員謝礼金等の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ふれあい民踊講習会実施にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ふれあい民踊講習会実施にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液体石けん用ポンプ購入の支出について
18,079

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子辞書外購入の支出について
364,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジローラー外の購入の支出について
13,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
116,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 双眼鏡ほかの購入の支出について
155,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折りたたみ衝立・外　購入の支出について
122,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがりほかの購入の支出について
59,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー不織布ロールほかの支出について
18,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子オルゴール外の購入の支出について
29,406

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇購入の支出について
111,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油なたね種子外の購入の支出について
59,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 輪ゴム　外　購入の支出について
46,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 牛糞　外購入の支出について
2,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メッキテープ外購入の支出について
15,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用図書「思想ツール　実践編」外購入の支出について
30,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生垣バリカン　他購入の支出について
148,543

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 強力マグネット　外　購入の支出について
53,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図工教授用物品「くぎ抜き」他の購入の支出について
187,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン引き用粉外の購入の支出について
115,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 八つ切り画用紙　外購入の支出について
36,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙　外購入の支出について
38,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニッケル水素バッテリ外１点　購入の支出について
22,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液体粘土外購入の支出について
23,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 弱酸性次亜塩素酸水他購入の支出について
17,755

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保護用フィルム　購入の支出について
24,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 四つ切色画用紙外購入の支出について
32,603
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カーネーションの種　外購入の支出について
2,361

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科実験素材類みょうばん他購入の支出について
68,069

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 硫酸カリウムアルミニウム　外　購入の支出について
12,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字半紙　他購入の支出について
245,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＰＤ試薬外購入の支出について
27,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーキット購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 種アブラナ外購入の支出について
27,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤプレーヤー　外　購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙管外購入の支出について
90,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス他購入の支出について
65,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン針　外の購入の支出について
47,482

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版木　外　購入の支出について
16,655

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外２点　購入の支出について
42,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ろうそく２箱外購入の支出について
244,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 イヤーディフェンダー　外　購入の支出について
28,161

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがりの購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デスクトッププロジェクター　外　の購入の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木製むかで　の購入の支出について
45,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　の購入の支出について
68,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たいこ用バチ購入の支出について
9,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
286,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜　外購入の支出について
11,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 彫塑べら外購入の支出について
11,669

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け扇風機　購入の支出について
24,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドマーカー購入の支出について
12,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替補修の支出について
8,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関入口ドア補修工事の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場投光器補修工事の支出について
151,038

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２－３教室木製窓ガラス入れ替えの支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰ補修工事の支出について
7,819

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室空調機補修工事の支出について
71,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 音楽室出入口扉ガラス入替補修工事の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス取替補修の支出について
6,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 扉錠前取替補修工事の支出について
43,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 グラウンド水道管補修工事の支出について
178,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食用屋外冷蔵庫修理の支出について
44,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室遠赤外線ヒーター　修理の支出について
95,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 金庫の鍵修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫　修理の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 野菜用裁断機修理の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機買替に伴うリサイクル回収料外の支出について
1,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動にかかる参加児童交通費（１０／６）の支出について
1,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 １０月６日社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
20,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学に伴う交通費　３年生１０月６日の支出について
16,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（１０／６）の支出について
3,840
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機買替に伴うリサイクル回収料外の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 サクラ外枯れ枝伐採及び剪定作業業務委託の支出について
160,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デスクトッププロジェクター　外　の購入の支出について
126,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＣＤプレーヤー　外　購入の支出について
91,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ヒナ段の購入の支出について
312,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ブラウンベアーＣＤ付」外購入の支出について
47,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「日本の昔話えほん」外購入の支出について
161,979

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書しんかんくん絵本１組外購入の支出について
31,483

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「エネルギーを生かす」他購入の支出について
28,242

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ぼうしころころ」外購入の支出について
100,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「不思議の国のアリス」外購入の支出について
55,326

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ作業従事者安全教育受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育（アーク溶接）受講料の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱講習受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 電動工具等取扱のための特別教育講習受講料の支出について
114,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石特別教育受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー講習受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石の取替え等業務の特別教育講習受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤作業従事者安全教育講習受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接講習受講料の支出について
15,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具講習受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際交流指導講師謝礼金の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「英語夜間講座」実施にかかる講師謝礼の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「英語夜間講座」実施にかかる講師謝礼の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「英語夜間講座」実施にかかる講師謝礼の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「英語夜間講座」実施にかかる講師謝礼の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「英語夜間講座」実施にかかる講師謝礼の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「英語夜間講座」実施にかかる講師謝礼の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺外の購入の支出について
24,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
47,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 道徳副読本「あすを生きる１」外購入の支出について
230,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー　購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 油性マーカー他購入の支出について
8,883

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スタックテーブル購入の支出について
337,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ボタン電池他購入の支出について
11,097

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球トレーニングボール　外購入の支出について
14,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キーパーグローブ　他購入の支出について
33,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリップボード外購入の支出について
48,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
170,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブロンズ液　外　購入の支出について
157,393

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「２０１５　高校入試問題集」他購入の支出について
61,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カウンターボード　外　購入の支出について
82,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 風炉釜　外購入の支出について
67,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペン購入の支出について
18,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーネット外購入の支出について
35,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール他購入の支出について
79,780
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットカートリッジ外購入の支出について
52,382

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンドカラー　外　の購入にかかる支出について
25,074

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 銀瓶購入の支出について
20,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラップ外購入の支出について
12,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 業務用掃除機　他　購入の支出について
65,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ定期交換部品購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木製本立て外購入の支出について
57,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スクラッチボード購入の支出について
44,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 イヤホンマイク購入の支出について
89,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハケ（４ｃｍ）外１９点の購入の支出について
99,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「２０１５高校入学案内」他購入の支出について
60,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 耐水性絵具外購入の支出について
85,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 工作マット　他　購入の支出について
61,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ティースキーパー　外　購入の支出について
37,201

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修工事の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室照明器具取替工事の支出について
46,483

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ウォータークーラー修理の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機　修理の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 調理準備室の乾燥機修理の支出について
15,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント　購入の支出について
367,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 移動用スピーカーセット　外　購入の支出について
373,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 管理作業員室用エアコン　購入の支出について
124,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 伸縮式テント外購入の支出について
228,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチテント購入の支出について
243,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ドリトル先生航海記」他購入の支出について
36,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 「携帯用糸鋸盤」外特別教育講習受講料納入の支出について
114,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育等講習受講料の支出について
42,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特定粉塵作業技能講習料外の支出について
97,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
5,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 海外交流プログラムに伴う拝観料（１０／６）の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電気ドリル外１点　購入の支出について
27,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 木かい購入の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 書庫（事務机下置用）キャスター付き　購入の支出について
25,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ外購入の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボール購入の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ウッドマラカス他購入の支出について
32,886

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　バスケットボール　購入の支出について
23,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ファーストミット　外　購入の支出について
78,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボール（検定４号珠）他　の購入の支出について
29,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎内観賞池修繕工事の支出について
509,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎内観賞池制御盤工事の支出について
105,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室床面補修　工事の支出について
127,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室出入口戸取替補修工事の支出について
792,720
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室排水管詰り修理工事の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電動バスケットゴール補修工事の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂放送設備及び舞台照明機器補修工事の支出について
136,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 保健室前出入口のガラス補修の支出について
7,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 網戸設置工事の支出について
88,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 屋上フラッグポール設置工事の支出について
263,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ウッドマラカス他購入の支出について
148,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 歌唱指導にかかる講師謝礼金の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 人工芝購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 製作用木材の購入の支出について
3,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
24,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 玉入れかご購入の支出について
27,302

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 塗料外１３点購入の支出について
41,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
7,255

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
581,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 レーザプリンタ　他　購入の支出について
59,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ポータブルＢＤプレーヤー他の購入経費の支出について
33,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 Ｋ－ＡＢＣⅡ基本セット　外（仕様書）購入の支出について
839,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 特別講義にかかる講師謝礼の支出について
51,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ９月分実習講師謝礼の支出について
68,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ９月分実習講師謝礼の支出について
68,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
11,997

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
381

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大コンパス　他　購入の支出について
195,947

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 算数用天秤　外　購入の支出について
33,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 遮光カーテン外購入の支出について
84,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 超軽量紙粘土　購入の支出について
19,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ　外　購入の支出について
63,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フラッグフットボールの購入の支出について
19,278

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塩ビ管　購入の支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインカー　購入の支出について
22,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キッチンばさみ外購入の支出について
198,639

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ外購入の支出について
55,859

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウォーターペン他購入の支出について
54,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シチューパン外購入の支出について
91,819

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インク、ペン用チップ、色画用紙購入の支出について
43,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 吊下げ名札外購入の支出について
27,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 めがね杭他購入の支出について
47,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性シーラー　外購入の支出について
32,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 多目的支柱　他　の購入にかかる経費の支出について
67,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 お店・こよみ・ことわざカード他の購入の支出について
74,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 付箋　外　購入の支出について
41,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラードテープ外購入の支出について
93,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙購入の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ロングはちまき　外の購入の支出について
62,266

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 １年生・環境委員会チューリップ球根外購入の支出について
8,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン用石灰　購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はちまき外購入の支出について
3,740
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 菜種油粕他購入の支出について
8,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カードケース外購入の支出について
325,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 感光体ユニット外購入の支出について
105,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 お話会・昔遊び実施にかかる講師への記念品購入の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 防火扉補修工事の支出について
181,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 受水槽定水位弁部品取替工事の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ６年１組窓硝子補修工事の支出について
10,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室ステンレスワゴン修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室屋外冷蔵庫修理の支出について
232,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理請負の支出について
89,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動ステープラー修理の支出について
14,839

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー　修理の支出について
48,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話交換機修繕の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
12,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（１０／７）の支出について
11,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校舎建築工事にともなう重量物の運搬の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年大阪体験学習にかかる参加児童交通費外の支出について
15,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
570,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学に伴う交通費　４年・１０月７日の支出について
7,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
3,263,307

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費外（１０／７）の支出について
9,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　損害保険料 修学旅行・自然体験学習に関わる旅行傷害保険料の支出について
900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３・４年遠足（日本民家集落博物館）児童の入館料の支出について
13,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験学習にかかる参加児童交通費外（１０／７）の支出について
3,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年校外学習に伴う付添教職員観覧料（１０／７）の支出について
1,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年大阪体験学習にかかる参加児童交通費外の支出について
13,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 簡易テントの購入の支出について
233,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女の宅急便６巻セット」外購入の支出について
145,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業者安全衛生教育受講料の支出について
8,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石講習受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 研削砥石取替業務講習料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校受験ガイドブック外購入の支出について
25,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー、他購入の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール洗浄促進剤　購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フェルト羊毛キットほか購入の支出について
8,613

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サンドペーパー外購入の支出について
88,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 棚棒外購入の支出について
24,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 食器用洗剤　外　購入の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平刷毛（ラック刷毛）他　の購入の支出について
66,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 特別教育　アーク溶接　教材費及び受講料の支出について
840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールひも外購入の支出について
56,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 遮光カーテン外購入の支出について
91,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量粘土　他　の購入の支出について
53,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤　他　の購入の支出について
39,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
37,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替え工事の支出について
5,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館出入口扉ガラス　の取替の支出について
46,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 校務支援ＩＣＴ活用事業用パソコンの修理の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,007,767

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
665,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 検便検査料の支出について
2,073

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 インタラクティブ書画カメラ外購入の支出について
291,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレット端末購入の支出について
147,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ポータブルワイヤレス送信機購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 電動工具類等取扱講習受講料の支出について
53,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育「自由研削研石試運転取替」受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石特別教育受講料の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし特別教育受講料の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし特別教育受講料の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育　アーク溶接　教材費及び受講料の支出について
18,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 丸のこ取扱い者講習会受講料（１０／７）の支出について
6,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 造形芸術系列講師謝礼金（９月分）の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（９月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（９月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（８月分）の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 糸鋸刃他の購入の支出について
36,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 チョークライン他購入の支出について
12,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電着ダイヤモンドディスク購入の支出について
218,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 折り紙他　購入の支出について
23,306

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインマーカー購入の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スワニーマット購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マイコンカー製作用部品購入の支出について
38,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 チタンイエロー購入の支出について
6,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 機械科実習用鋼材購入の支出について
41,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 科学工作キット購入の支出について
10,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク購入の支出について
76,723

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台他文具類の購入経費の支出について
24,661

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 パソコン用ソフトウェア他購入の支出について
260,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 溶接用保護具購入の支出について
61,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤の購入経費の支出について
21,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 測量用品の購入の支出について
31,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーファイル外購入の支出について
63,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 カッターマット　他の購入の支出について
45,057

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 非常放送設備不良箇所修理の支出について
243,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 剣道場非常出入り口シリンダー錠取替え工事の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 空調機修理の支出について
314,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
134,486

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
477,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 廃棄物収集処理業務委託（臨時）の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 樹木の害虫駆除委託業務の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 家庭科調理実習室用冷凍冷蔵庫購入の支出について
139,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別教育受講料の支出について
15,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 反射テープ　外　購入の支出について
96,635
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 絵カードセット　購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
205,694

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
63,883

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別教育講習受講料の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 プロテクター購入の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 会議用テーブル　購入の支出について
163,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電動パーソナルシュレッダー　購入の支出について
19,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 フラッグフットボール用フラッグの購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 自転車　購入の支出について
26,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルタイマー外購入の支出について
199,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調設備整備工事の支出について
180,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 　防火扉の補修の支出について
69,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給水管破損による漏水修理工事の支出について
69,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎外部給水管漏水修理の支出について
88,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室タイルカーペット新設工事の支出について
203,385

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 樹木害虫駆除のため薬剤散布の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 なかよし教室漏電補修工事の支出について
29,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室前土間・１Ｆ廊下通路　補修の支出について
361,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 普通教室ガス栓増設工事の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 靴箱設置工事の支出について
234,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタルタイマー　購入の支出について
68,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 手洗いシンク　購入の支出について
178,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 マイクミキサー購入の支出について
54,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ラック　購入の支出について
196,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
2,219

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
28,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
23,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
7,657

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
31,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
5,791

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学級づくり研修講師謝礼の支出について
16,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 体操ロープ　外　購入の支出について
182,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
22,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
29,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
7,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
27,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレット型端末　外（仕様書）購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 タブレット型端末　外（仕様書）購入の支出について
1,274,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科研究授業（９／１２）にかかる講師謝礼の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年ふれあい合宿　付添指導員にかかる講師謝礼の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 泊を伴う行事にかかる講師謝礼金の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 戦争体験講話にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年ふれあい合宿　看護師にかかる講師謝礼の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科特別授業にかかる講師謝礼金の支出について
11,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 泊を伴う行事にかかる講師謝礼金の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年ふれあい合宿　付添指導員にかかる講師謝礼の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年ふれあい合宿　付添指導員にかかる講師謝礼の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「理科特別授業」にかかる講師謝礼金の支出について
16,120
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科特別授業にかかる講師謝礼の支出について
6,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄パイプ　（直径２８ｍｍ）外購入の支出について
43,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり　購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他購入の支出について
59,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンター　外購入の支出について
165,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水中ポンプ外購入の支出について
67,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教育用プログラミングロボット教材　外購入の支出について
338,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紅白大玉　購入の支出について
41,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 しゃもじ購入の支出について
41,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用ガス外購入の支出について
44,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ　他　購入の支出について
77,277

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絵具　外の購入の支出について
96,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 角パイプ外購入の支出について
57,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター投影ホワイトボード購入の支出について
224,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マラカス　外　購入の支出について
62,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 多用途接着剤　外　購入の支出について
86,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーコーン　外　購入の支出について
31,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニガリ　購入の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土購入の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジ　外　購入の支出について
72,047

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マス目模造紙外の購入の支出について
51,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 包丁外購入の支出について
61,731

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
264,849

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
68,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電源コード購入の支出について
1,922

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土購入の支出について
15,147

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フライパン用ふた　ほかの購入の支出について
197,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シルキーリボン　外　購入の支出について
77,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援教室用図書（きんぎょがにげた）外　購入の支出について
42,247

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館管理用ソフト　他購入の支出について
241,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 炭酸水　他購入の支出について
50,413

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
70,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 試験管立購入の支出について
11,674

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜外購入の支出について
20,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 顕微鏡　外（集約物品）購入の支出について
353,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ストックバック　外　購入の支出について
83,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
160,801

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てプラスチック手袋外購入の支出について
14,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テコンドー用道着　外購入の支出について
53,649

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＥＭシーラ―　外　購入の支出について
93,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
53,601

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用ワックスの購入の支出について
94,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コスモス苗　購入の支出について
3,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
601,279

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
482,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
13,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 つや紙　外　購入の支出について
35,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キャベツ種他購入の支出について
10,643
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手袋外購入の支出について
31,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モノクロレーザープリンタ　外　購入の支出について
154,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 なるこ外の購入の支出について
43,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 かくはん棒外購入の支出について
41,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　購入の支出について
35,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 泡ハンドソープ外の購入の支出について
41,821

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ティッシュペーパー他購入の支出について
47,574

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レターケース外７点購入の支出について
73,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エアコン用エアーフィルター　購入の支出について
32,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　購入の支出について
101,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 金紙　４ツ切判　外購入の支出について
45,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
348,447

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シナベニヤ購入の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（マゼンダ）外購入の支出について
59,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用トナー外　購入の支出について
73,753

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台車　外（集約物品）購入の支出について
34,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　外購入の支出について
44,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 すりガラス他購入の支出について
51,354

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふきん外購入の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 伝統文化体験学習にかかる抹茶外購入（１０／８）の支出について
10,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 過酸化水素水他購入の支出について
10,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外購入の支出について
69,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援教材「なかよしチャレンジ」　外購入の支出について
30,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
177,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター（電子黒板機能付き）外購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 照明器具（直付型）外購入の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リストバンド　外購入の支出について
66,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄杭購入の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館校舎教室窓ガラス入替工事の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ホワイトボード取付工事の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 水道バルブ取替補修工事の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室照明器具取替工事の支出について
19,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室ガラス入れ替えの支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館雨漏り補修工事の支出について
71,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校長室窓ガラス補修工事の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ５－１教室廊下側窓ガラス修理代の支出について
3,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室屋外冷蔵庫修理の支出について
31,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 スライサー平刃取替外修理の支出について
42,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜の修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室ガス回転釜修理の支出について
54,183

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理費用の支出について
41,817

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
30,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
12,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー　修理の支出について
49,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス炊飯器修理の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管庫点検調整の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 女子トイレ修理の支出について
16,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 噴霧器　修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用鰈外購入の支出について
56,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費及び拝観料の支出について
16,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費および観覧料の支出について
16,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年生校外学習にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ＮＨＫ放送局社会見学（５年）にかかる参加児童交の支出について
5,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（１０／８）の支出について
18,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費（１０／８）の支出について
10,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 わたの道具運搬費１０／８・１０／９の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる費用（１０／８）の支出について
10,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木薬剤散布業務委託の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 害虫駆除にかかる業務委託の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 害虫駆除薬剤散布業務委託の支出について
32,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 植木消毒作業業務委託の支出について
62,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費及び拝観料の支出について
20,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ２年生校外学習にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費および観覧料の支出について
17,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン購入の支出について
100,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 耕うん機購入の支出について
64,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 図書館管理用ソフト　他購入の支出について
156,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター（電子黒板機能付き）外購入の支出について
262,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「はじめてのおさいほう」外購入の支出について
145,203

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「広がる！漢字の世界」外購入の支出について
333,717

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「からすのパンやさん」外の購入の支出について
166,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「かんたん！たのしい！調べ学習」他の支出について
360,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　一期一会　他購入の支出について
145,266

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「かにむかし」外購入の支出について
379,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「てんぷらぴりぴり」外購入の支出について
315,609

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接（特別教育）受講料の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 技能教習特別教育アーク溶接他受講料の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育受講料の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石試運転取替講習受講料の支出について
20,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱者講習受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 研削砥石講習受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯丸のこ等取扱安全衛生教育受講料の支出について
8,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 チェーンソーによる伐木業務の特別教育受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石試運転取替講習代の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削用といし特別教育受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石試運転取替講習受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 管理作業員特別講習受講料（刈込機、丸鋸盤取扱）の支出について
20,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具の取扱安全衛生教育　外　受講料の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権教育校内研修用講師謝礼金の支出について
12,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
53,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙やすり　外の購入の支出について
94,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
47,239

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ドアクローザ―　の購入の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ教材　かぜ・インフルエンザの予防　購入の支出について
13,750
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
38,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
519,339

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
459,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
66,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
284,083

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニススコアボード外購入の支出について
11,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ほうじ茶　購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙外購入の支出について
42,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミひな段外の購入の支出について
38,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テープカッター台　外購入の支出について
99,131

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール他　購入の支出について
82,058

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミホイル　外　購入の支出について
98,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 薬品庫　外　購入の支出について
64,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
53,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
36,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドポイント外の購入の支出について
31,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
380,041

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 布テープ　外購入の支出について
24,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 保育用教材ＤＶＤ　他の支出について
63,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスネット外購入の支出について
30,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テントシート　外　購入の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マット　購入の支出について
56,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 転入生男子制服の購入の支出について
9,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 半紙　外　購入の支出について
31,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗液　外　購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 刺し子糸他購入の支出について
21,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塩化マグネシウム購入の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マスク外の購入の支出について
55,354

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 台車　外（集約物品）購入の支出について
13,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
36,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 転入生スポーツシューズ外購入の支出について
7,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ消臭剤　外購入の支出について
64,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙雷管外購入の支出について
41,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館壁面親子時計撤去工事の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 し尿浄化槽排水ポンプ不良修繕の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館仕切り防球ネット補修工事の支出について
149,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンタ修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
23,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機の修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
25,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 スターティングブロック　修理の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ポータブルアンプ修理の支出について
23,760
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビリサイクル料外の支出について
1,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 テレビリサイクル料外の支出について
2,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校庭樹木害虫防除（薬剤散布）業務委託の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木薬剤散布に係る業務委託の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アルミひな段外の購入の支出について
115,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーソナルコンピューター購入の支出について
85,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 薬品庫　外　購入の支出について
233,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 クラリネット購入の支出について
309,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「大江戸散歩」　外購入の支出について
354,071

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「世界の名言大事典」外購入の支出について
333,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱者講習料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接講習受講料の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱作業者安全衛生教育他受講代金の支出について
41,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱作業者安全衛生教育講習受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
15,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
38,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
29,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
63,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ギアヘッド付モーター購入の支出について
72,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
7,873

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 管理作業員のアーク溶接講習受講料の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
7,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
15,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 台車　外（集約物品）購入の支出について
13,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
29,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ購入の支出について
14,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボール　外　購入の支出について
47,466

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボール購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 顕微鏡　外（集約物品）購入の支出について
307,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ購入の支出について
43,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 椅子　購入の支出について
31,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 揚水ポンプ及びプール漏水工事の支出について
529,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館２階教室出入口建具補修工事の支出について
408,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関ドアホン配線補修工事の支出について
84,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調設備の修理の支出について
34,722

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ照明器具補修工事の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 理科準備室外ガラス補修工事の支出について
77,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 正門電気錠配線補修工事の支出について
58,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室低温倉庫整備工事の支出について
999,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 小便器センサー不良補修工事の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室児童溜床改修工事の支出について
318,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 アルミ枠上下式ホワイトボード取付工事の支出について
280,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室床研磨塗装工事の支出について
192,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室グリースフィルター改修工事の支出について
158,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教室背面掲示板及び黒板取付改修工事の支出について
577,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ペンキ　外　購入の支出について
49,977
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ラインパウダーの購入の支出について
6,966

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ポスターカラー１２色セット他の購入の支出について
66,073

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 風車（８枚羽）の購入の支出について
5,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉄棒の購入の支出について
31,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 ガス使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
846,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 巻上げ式テントの補修工事の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 樹木の防虫剤散布の支出について
20,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 防火管理講習会受講料及び振込み手数料の支出について
130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習会受講料及び振込み手数料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援・研究指導にかかる講師謝礼金の支出について
13,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援・研究指導にかかる講師謝礼金の支出について
11,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援　研究指導にかかる講師謝礼金の支出について
17,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 書画カメラ　外購入の支出について
124,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレット端末ほか購入の支出について
150,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル外購入の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 英語ＣＤ　他　購入の支出について
41,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 スポンジボール外購入の支出について
47,358

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ　外購入の支出について
97,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 無線ＬＡＮアクセスポイント購入の支出について
200,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 日本・精神技術研究所講座受講料（１０／９）の支出について
15,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年生盲導犬の話　講師謝礼金の支出について
3,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 総合的な学習指導実施にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 総合的な学習指導実施にかかる講師謝礼の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「発達障害の子どもの理解について」の講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 食育学習（稲刈体験）講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年生そろばん指導　講師謝礼代の支出について
3,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年そろばん学習指導講師謝礼金の支出について
5,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 鶴見音頭講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 鶴見音頭講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動にかかる講師謝礼金の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年生　そろばん指導（９月）にかかる講師謝礼の支出について
7,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 鶴見音頭講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホテルパン・ナイロン袋外購入の支出について
73,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドゴルフセット、マット購入の支出について
97,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙外購入の支出について
65,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス湯沸かし器購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モップハンガー外購入の支出について
12,849

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリノール液外購入の支出について
11,378

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「映像で見る人権の歴史」購入の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンディタイマー　購入の支出について
87,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小倉百人一首外購入の支出について
53,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン外購入の支出について
39,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木彫板外購入の支出について
42,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーポリ袋外購入の支出について
27,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 中棚他購入の支出について
70,567

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外の購入の支出について
226,233

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤプレーヤー購入の支出について
42,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
79,380
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土他　購入の支出について
50,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　外　購入の支出について
25,789

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 四つ切　色画用紙他　購入の支出について
51,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー　購入の支出について
7,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書架外購入の支出について
393,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙他購入の支出について
38,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス　外購入の支出について
26,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手すき色和紙全判２０組外購入の支出について
36,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画インキ他購入の支出について
72,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 棒温度計　他　購入の支出について
74,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フィールドパウダー他　購入の支出について
65,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作業台車　一輪車外購入の支出について
25,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙ねんど　他　購入の支出について
37,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性塗料ほかの購入の支出について
71,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーはちまき外購入の支出について
26,913

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画スポンジローラー外購入の支出について
117,115

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボードマーカー他購入の支出について
317,781

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チェーンソー替刃購入の支出について
3,229

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スズランテープ　外購入の支出について
19,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン用石灰他購入の支出について
55,231

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 板段ボール外購入の支出について
12,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
291,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紅白大玉購入の支出について
40,338

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体操マット購入の支出について
102,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料（４～８月分）の支出について
20,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ロングハチマキ　購入の支出について
29,051

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 包丁他購入の支出について
58,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋　購入の支出について
68,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 柵棒購入の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鯉のエサ　外購入の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チャンゴ　購入の支出について
51,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
12,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチックダンボール他　購入の支出について
67,797

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙８切　他購入の支出について
272,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 安全帯　他購入の支出について
86,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タコ糸ほかの購入の支出について
63,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドラインマーク購入の支出について
27,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニガリ　購入の支出について
88,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
25,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メッキクイ棒購入の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリエチレンひも購入の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 　デジタイマチャレンジ　購入の支出について
88,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用カーテン外購入の支出について
78,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 目薬外購入の支出について
11,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外８点購入の支出について
21,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラワン合板　他購入の支出について
180,662
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 交通安全旗　外　購入の支出について
382,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板　購入の支出について
10,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コーナープレート　他購入の支出について
57,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタトナーカートリッジ　購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 身長計　外（集約物品）購入の支出について
110,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用トナーカートリッジ　外１点購入の支出について
31,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウイルス・スパイ対策ソフトの購入の支出について
39,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機外購入の支出について
172,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根皮剥機用部品購入の支出について
1,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジ吸水ローラー　外購入の支出について
45,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラービニール袋　外　購入の支出について
108,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「歩いてみよう広島のまち」　購入の支出について
540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　購入の支出について
217,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「映像でみる人権の歴史①」　外購入の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外　購入の支出について
41,007

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜「小学生用Ｌｅｔ’ｓ　ソング」外購入の支出について
10,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙雷管　他　購入の支出について
32,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リモートマイク購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ購入の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 米松外購入の支出について
226,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペグ他購入の支出について
23,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子楽器用ヘッドフォン　購入の支出について
21,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
22,212,111

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３槽シンク漏水の修理の支出について
22,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 消火呼水槽ドレン配管漏水修繕工事の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 正門くぐり戸補修工事の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 分校給食室ダクト分解清掃の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎屋上排水つまり補修・通管工事の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室窓ガラス補修工事の支出について
8,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室扉の鍵補修工事の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場砂場砂入替整地補修工事の支出について
279,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書室引違戸鍵補修工事の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室パン箱等置場建具補修工事の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給水設備等整備工事の支出について
118,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 消火設備不良修理の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機パッキン取替修理の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 チャイム修理の支出について
28,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
79,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 音楽室床コンセント修理の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 座位保持装置改修改造の支出について
12,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室ガス釜修理の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
81,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
32,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動ホッチキス修理の支出について
27,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 すべり台修理の支出について
280,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
53,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室照明器具修理の支出について
32,400
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗浄機修理の支出について
43,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 テレビの修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 包丁・まな板殺菌庫修理の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
5,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機　修理の支出について
32,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機（ＤＰー５２０）修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫冷却不良修理の支出について
50,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機　収集運搬料　外の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 重量物の運搬業務委託の支出について
326,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（１０／８）の支出について
18,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１０／９）の支出について
9,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪くらしの今昔館他見学にかかる参加児童交通費の支出について
7,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる船借上げ料及び参加児童交通費の支出について
2,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（１０／９）の支出について
7,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる児童分交通費入館料（１０／９）の支出について
12,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ運搬代・リサイクル代の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 消火器廃棄手数料の支出について
20,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ運搬代・リサイクル代の支出について
5,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機　収集運搬料　外の支出について
5,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 職員室リモートマイク配線接続替手数料の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校内樹木薬剤散布業務委託の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木薬剤散布の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 ウッドデッキ組立業務委託の支出について
230,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木消毒（薬剤散布）業務委託契約の支出について
13,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 防虫駆除（ミツバチ）にかかる業務委託の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行の平和学習に伴う会場使用料（１０／９）の支出について
25,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習にかかる付添職員入場料（１０／９）の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 わたの体験学習にかかる道具使用料（１０／９）の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験学習にかかる児童分交通費入館料（１０／９）の支出について
13,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外活動付添教員こども汽車乗車料（１０／９）の支出について
525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験学習にかかる入館料（１０／９）の支出について
960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 校外学習にかかる船借上げ料及び参加児童交通費の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 身長計　外（集約物品）購入の支出について
84,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター（集約物品）購入の支出について
239,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター（集約物品）購入の支出について
59,971

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ　購入の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 体操マット購入の支出について
133,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大判プリンタ購入の支出について
248,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「へんしんレストラン」他購入の支出について
334,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 職能向上のための講習会参加受講料（１１月分）の支出について
29,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別教育受講料の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接等の業務に係る特別教育受講料の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし技能講習会受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育受講料の支出について
83,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接技能講習会受講料の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 職能向上のための講習会参加受講料（１２月分）の支出について
15,450
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤作業従事者安全教育の受講料の支出について
6,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 管理作業員自由研削砥石試運転取替外講習受講料の支出について
48,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワンタッチテント　購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 陶芸用粘土購入の支出について
70,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 一般軟式バット外購入の支出について
41,979

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 照明器具　外　購入の支出について
45,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　他購入の支出について
94,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙雷管（２０個）購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー（スポーツ用石灰）購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホイッスル　外　購入の支出について
19,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　他購入の支出について
60,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教材ＤＶＤ購入の支出について
39,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ネオジム磁石　外　購入の支出について
12,074

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒用湯茶　購入の支出について
12,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 回転モップ外購入の支出について
80,859

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
203,626

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 営繕作業用「水性塗料」ほか　購入の支出について
52,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ外購入の支出について
75,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス外購入の支出について
76,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 室内環境配慮型塗料外購入の支出について
87,129

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根購入の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ　外購入の支出について
75,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　外　購入の支出について
29,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水彩絵具・紙粘土　購入の支出について
25,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープカートリッジ　外　購入の支出について
29,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ　外　購入の支出について
23,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カタン糸外購入の支出について
14,299

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 穴あけパンチ外購入の支出について
58,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスドラム打面ヘッド外購入の支出について
12,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰外購入の支出について
42,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書教材　外購入の支出について
33,994

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドゴール外購入の支出について
61,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
74,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バーコードリーダー外１点購入の支出について
8,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ他購入の支出について
57,186

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 野球バットほか購入の支出について
70,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　購入の支出について
66,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 豚の目（理科観察実験用）購入の支出について
27,159

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 輪ゴム外購入の支出について
23,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 身長計　外（集約物品）購入の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インカム　外　購入の支出について
69,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック外　購入の支出について
141,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 賞状印刷の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 金切はさみ購入の支出について
11,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 戸当り　外購入の支出について
17,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
20,625,654

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 特別支援教室　ガラス補修工事にかかる支出について
2,916
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 電動バスケット台修理の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３号館３Ｆ男子便所内洗面器給水管漏水修理の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 架線補修工事の支出について
91,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 給水管漏水修理工事の支出について
26,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタイマー修理の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器（バリトンサックス外）修理の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
9,569

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスクラリネット他　楽器の修理の支出について
100,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 顕微鏡修理の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電リサイクル　手数料・回収料の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル料　外　の支出について
1,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル料外の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 消火器引き取りの支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル料　外　の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 家電リサイクル　手数料・回収料の支出について
15,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル料外の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫防除（薬剤散布）の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託の支出について
214,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ストップウォッチ外購入の支出について
132,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バーコードリーダー外１点購入の支出について
64,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター（集約物品）購入の支出について
59,971

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ハンドゴール外購入の支出について
118,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター（集約物品）購入の支出について
239,887

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書写真で見る俳句歳時記他購入の支出について
340,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　気をつけよう！ＳＮＳ全３巻外購入の支出について
107,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書ふしぎ？おどろき！文字の本外購入の支出について
117,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「マッチ箱日記」外購入の支出について
374,926

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンター購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
35,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
6,748,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 ビジネス文書実務検定試験の受験料（１０／８）の支出について
86,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 実用数学技能検定受験に伴う受験料（１０／８）の支出について
29,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター（集約物品）購入の支出について
59,971

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,504,161

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 中学部２年　体験学習　生徒交通費（１０月９日）の支出について
840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 中学部１年　校外学習　生徒交通費（１０月９日）の支出について
1,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サスペンドシンバル　外　購入の支出について
53,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ラグビーボール外　購入の支出について
30,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 玉入台　外購入の支出について
79,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 身長計　外（集約物品）購入の支出について
84,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 チャンゴ　外購入の支出について
25,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 踏切ロイター板（３枚）購入の支出について
95,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 プリンタ　　　購入の支出について
28,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子ペン　他　購入の支出について
41,797

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 学校用オルガン専用椅子の購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 卓球ボール外購入の支出について
39,960
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ビブス　外購入の支出について
84,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタル温湿時計　購入の支出について
64,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂排煙窓補修の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食配膳室漏水補修工事の支出について
120,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 新館パイプスペース鉄扉補修工事の支出について
53,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 分校　非常口扉補修の支出について
49,302

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自動火災報知設備不具合補修工事の支出について
56,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室漏電修理　工事の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 インターホン配線補修外　電気工事の支出について
95,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 身障者便所ＦＶ出水不良修理の支出について
35,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 スクリーン滑車、ロープ取替工事の支出について
695,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 フラッグポール　移設補修工事の支出について
344,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター（集約物品）購入の支出について
359,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 フットライト　購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 身長計　外（集約物品）購入の支出について
84,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 書架外の購入の支出について
380,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 全紙画用紙外購入の支出について
76,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コップスタンド購入の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 白画用紙外６５件購入の支出について
251,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 手洗い用せっけん液他購入の支出について
12,127

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 パソコン、パソコンソフト購入の支出について
26,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ビニールテープ　外９件購入　の支出について
62,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 薬剤散布の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 パソコン、パソコンソフト購入の支出について
93,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター購入の支出について
58,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援グループ研究の講師謝礼金の支出について
22,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別活動にかかる講師謝礼の支出について
10,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援グループ研究の講師謝礼金の支出について
20,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別活動にかかる講師謝礼の支出について
5,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 クラフト封筒他購入の支出について
139,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 けん玉購入の支出について
14,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プリンターインク　購入の支出について
23,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 大都市公立中学校英語教育研究会連絡協議会参加費の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
5,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国・朝鮮の文化学習に伴う講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科授業研究会における講師謝礼金の支出について
12,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん学習にかかる講師謝礼金の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 発達障がい児自立支援事業実施に伴う講師謝礼の支出について
37,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科特別授業（９月１１日）報償金の支出について
16,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄製スタンド購入の支出について
107,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーポリ袋外　購入の支出について
90,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 双発式信号器購入の支出について
3,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
718,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電熱器外購入の支出について
66,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ付書籍子どもに聞かせる世界の民話外の購入の支出について
20,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鋸替刃他購入の支出について
8,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 思考力トレーニングシートことばの力外購入の支出について
169,548
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テレビ台外購入の支出について
95,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 とげ抜きピンセット外購入の支出について
82,883

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
411,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生コンクリート外　購入の支出について
60,642

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 立体模型学習セット購入の支出について
31,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木製しゃもじ　他３点購入の支出について
57,207

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級旗　外　購入の支出について
121,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色ケント　外購入の支出について
98,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コードリール　外購入の支出について
65,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙雷管外の購入の支出について
31,829

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドテープ　外　購入の支出について
29,106

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掲示用色画用紙外購入の支出について
40,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 漢字辞典　外　購入の支出について
124,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 競技用紙雷管外の購入の支出について
26,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　外購入の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 溝さらえ　外１点購入の支出について
13,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 封筒購入の支出について
2,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用給食着他購入の支出について
24,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホログラムテープ外　購入の支出について
88,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダイナミックマイク　外　購入の支出について
122,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 締太鼓セット外購入の支出について
61,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｂ５ＰＰＣ用紙ほかの購入の支出について
63,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タオルペーパー　外購入の支出について
36,541

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平均台購入の支出について
20,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり外購入の支出について
69,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 複合プリンター外の購入の支出について
82,251

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 炊飯鍋購入の支出について
27,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式草刈機　購入の支出について
45,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館管理用ＰＣソフト購入の支出について
46,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン引き用石灰購入の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシール　購入の支出について
12,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カードリーダー他購入の支出について
93,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙他購入の支出について
21,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 剪定鋏他購入の支出について
17,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修（５－１，６－１）の支出について
37,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール用シャワー弁・洗眼弁漏水修理工事の支出について
63,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋外汚水管補修工事の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階水飲み場漏水による補修工事の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂南側出入口網入りガラス補修工事の支出について
62,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室軒樋補修工事　外の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 スピーカー配線断線復旧工事の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室流し外水栓取替え補修の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ４－２ガラス補修の支出について
4,838

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室排気ファンベルト交換工事の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 網ガラス１枚入替補修の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 テレビ壁掛金具設置工事他の支出について
161,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
17,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
42,444
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室屋外冷蔵庫修理の支出について
24,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 レピーター盤修理の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
9,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
205,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 インクジェットプリンター修理の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫　修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 １～５年遠足にかかる児童交通費（１０／１０）の支出について
33,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会体験にかかる参加児童交通費（１０／１０）の支出について
15,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年社会見学児交通費（平成２６年１０月１０日）の支出について
28,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 秋の遠足にかかる参加児童交通費（１０／１０）の支出について
33,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外体験学習にかかる参加児童経費（１０／１０）の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験的な活動にかかる参加児童交通費（１０／１０の支出について
12,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（１０／１０）の支出について
12,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動にかかる参加児童交通費及び入城料の支出について
16,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年生校外学習にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
5,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外体験学習に係る参加児童交通費（１０月１０日の支出について
18,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動にかかる参加児童交通費（１０／１０）の支出について
2,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年校外学習にかかる参加児童分交通費の支出について
24,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費外１０／１０の支出について
20,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ブラウン管テレビリサイクル費・運搬費の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビリサイクル手数料　外の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビリサイクル手数料　外の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ブラウン管テレビリサイクル費・運搬費の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫防除（薬剤散布）業務委託の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫駆除薬剤散布業務委託の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞会「歌を聴き一緒に歌おう」公演業務委託の支出について
50,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 害虫防除用薬剤散布の業務委託の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験活動にかかる参加児童交通費及び入城料の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年生校外学習にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
1,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費外１０／１０の支出について
10,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外体験学習にかかる参加児童経費（１０／１０）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習にかかる乗船料（１０／１０）の支出について
100,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 無線型回転灯購入の支出について
66,355

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷暖房機　購入の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 図書管理用パソコン　購入の支出について
105,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 吊り橋の購入の支出について
378,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ダイナミックマイク　外　購入の支出について
250,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ポプラディアＡセット」外購入の支出について
132,243

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「例解学習国語辞典」購入の支出について
87,431

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「さんすうだいすき」外購入の支出について
362,107

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「少年少女日本の歴史」外９点の購入の支出について
145,331

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 丸のこ等取扱作業者講習にかかる受講料１０／１０の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 研削砥石講習受講料　ほかの支出について
34,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石試運転取替講習受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 労安法にかかる管理作業員特別教育受講料の支出について
22,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱業務安全衛生教育受講料の支出について
10,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ　外　購入の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂マット購入の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土外　購入の支出について
130,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 蒸留水給水口用コック外購入の支出について
27,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 点灯管　外　購入の支出について
20,385

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 屋外マット外購入の支出について
114,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
283,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性多用途ペンキ購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 長机購入の支出について
225,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体操服外購入の支出について
37,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ、他購入の支出について
19,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カウベル　外購入の支出について
69,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料（４月～８月分）の支出について
20,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓外購入の支出について
43,271

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 追録「特別支援教育ハンドブック」購入の支出について
3,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙（４切）他　の購入の支出について
61,801

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトボール用バット　他　購入の支出について
72,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷湿布購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアーホルダー　外　購入の支出について
123,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量標識ロープ、他購入の支出について
85,941

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電動式収納ステージ用リモートスイッチ購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
29,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ２段脱衣かごスタンド　外　購入の支出について
32,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓上バンドソー　外　購入の支出について
42,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　　購入の支出について
80,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ロール画用紙外　購入の支出について
34,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ミュージックＣＤ、他購入の支出について
70,815

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランド用石灰購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチック障子紙外購入の支出について
9,979

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書道用半紙　外　購入の支出について
57,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
583,974

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 ポスター印刷の支出について
26,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 体育祭プログラムの印刷の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館２階女子便所つまり補修工事の支出について
23,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 クラブハウス東側外部給水管漏水補修工事の支出について
35,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
14,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３－１外ガラス入れ替え工事の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １－６教室出入口ガラス　外　入替工事の支出について
33,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室蛍光灯取替修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス補修工事の支出について
36,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 正門電気錠補修工事の支出について
23,738

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修の支出について
3,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折機修理の支出について
25,974

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外用両面ポール型時計の修理の支出について
97,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
25,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート　他　楽器修理の支出について
66,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機　収集運搬料の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機　収集運搬料の支出について
2,592
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＦＡＸ　外　購入の支出について
105,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用書籍「身近な草花雑草のヒミツ」外購入の支出について
296,363

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「十二国記　図南の翼」外購入の支出について
240,289

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育受講料の支出について
30,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石試運転取替特別教育　受講料の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ソフトテニス部外部指導者講師料の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯購入の支出について
20,655

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 扇風機外購入の支出について
60,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ他の購入の支出について
49,511

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 人工呼吸用携帯マスク購入の支出について
30,326

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙他購入の支出について
20,131

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 そろばん組立セット　購入の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 モータードライブ基盤外購入の支出について
138,151

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直付型ベースライト他購入の支出について
16,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトケント紙外購入の支出について
23,167

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
16,514

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 感光基板外購入の支出について
6,773

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
138,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン糸購入の支出について
9,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校案内印刷の支出について
43,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 家庭科調理実習室用冷蔵庫回収運搬料の支出について
4,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 全商ビジネス文書実務検定にかかる受験料１０／９の支出について
13,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 家庭科調理実習室用冷蔵庫回収運搬料の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書外購入の支出について
8,057

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ファイルボックス　他購入の支出について
72,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 水溶性つやだしニス　外　購入の支出について
126,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙他購入の支出について
50,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
59,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパーの購入の支出について
26,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
41,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ピアノカバー　他　購入の支出について
28,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 板段ボール　他購入の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館１階　男子トイレ漏水補修の支出について
27,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 新館１階トイレ　ウォシュレット取替工事の支出について
57,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 丸のこ盤修理の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小学部４・５年秋の遠足付添職員入場料１０／１０の支出について
3,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ライン引き器　購入の支出について
23,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク購入の支出について
27,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ストップウオッチ購入の支出について
5,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カラー大玉購入の支出について
20,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スターティングブロック外　購入の支出について
60,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ダブルダッチ用　大縄　購入の支出について
10,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 運動会用大玉購入の支出について
28,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボール他購入の支出について
261,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　救護担架　購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 チューナーメトロノーム購入の支出について
3,294
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 洗濯機購入の支出について
25,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室照明器具配線工事の支出について
33,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室洗濯機排水補修工事の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防球ネット補修工事の支出について
972,939

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 グラウンド整備工事の支出について
561,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 木製吊り橋遊具　撤去処分の支出について
155,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館の雨漏り補修の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 グランド整備工事の支出について
421,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 黒板張替え補修工事の支出について
153,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館暖房系ガス配管補修工事の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 食器消毒保管庫増設に伴う電源工事の支出について
153,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外（集約物品）購入の支出について
49,302

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 移動動物園使用料の支出について
66,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 バルーン購入の支出について
53,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「がんばる先生」授業研究研修会に係る講師謝礼の支出について
19,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援グループ研究の講師謝礼金の支出について
20,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
8,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレット型端末外１点購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 タブレット型端末外１点購入の支出について
351,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科特別授業講師謝礼の支出について
11,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「道徳特別授業の講話」にかかる講師謝礼金の支出について
11,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動学習にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 マーチング指導の講師謝礼金の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 マーチング指導の講師謝礼金の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 河内音頭講話および実技指導にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国・朝鮮の文化体験学習　講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 トップアスリート教室　講師料の支出について
37,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 河内音頭講話および実技指導にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ａ３コート紙レーザー対応他購入の支出について
14,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボール外購入の支出について
41,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絵筆外購入の支出について
162,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塩化マグネシウム　外　購入　の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯　他購入の支出について
66,441

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ４切画用紙外２件購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校園名入り封筒作製の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トロフィー外購入の支出について
53,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター（デュプロ）他購入の支出について
86,313

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子　外　購入の支出について
12,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗いチェッカー　購入の支出について
18,102

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーなるこ　外　購入の支出について
15,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ他の購入の支出について
21,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 引違戸錠外の購入の支出について
167,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手動式鉛筆削器外購入の支出について
44,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食品用中心温度計　購入の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サテン生地　購入の支出について
41,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 再生トナーカートリッジほかの購入の支出について
68,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防鳥網他購入の支出について
85,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
299,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボビン　外　購入の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗鉢台　他購入の支出について
18,689

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 追録「学校経営の危機管理」外購入の支出について
6,358

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター外購入の支出について
37,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 無線ＬＡＮユニット購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液　他　購入の支出について
16,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 セロハンセット　外の購入の支出について
23,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プロペラモーター外購入の支出について
51,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ケーブル　購入の支出について
19,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
67,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ティーボール　購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リボン・外　購入の支出について
78,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外　購入の支出について
61,226

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジ外購入の支出について
84,974

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 監視カメラ外購入の支出について
126,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土外購入の支出について
112,103

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外の購入の支出について
67,585

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 星座早見盤外購入の支出について
96,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石けん　外購入の支出について
152,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール外購入の支出について
33,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓外購入の支出について
14,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カッターナイフ他１７点購入の支出について
43,038

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポイントマーカー　他購入の支出について
53,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外購入の支出について
12,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消しゴム外購入の支出について
91,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン用石灰購入の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グラウンドテープ　外　購入の支出について
36,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用ベニヤ板４５×３０ｃｍ他購入の支出について
89,542

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エイサー用バーランク　購入の支出について
19,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色模造紙　外　購入の支出について
69,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　外購入の支出について
38,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量ねんど　外　購入の支出について
96,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 綿棒外購入の支出について
28,053

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジタル製版原紙　外　購入　の支出について
100,569

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白ケント紙他購入の支出について
353,867

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 南京錠　購入の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スボイド用乳頭購入の支出について
3,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪３．４上」購入の支出について
683

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボックス収納棚の購入の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マレット外購入の支出について
15,147

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色ケント紙他購入の支出について
67,057

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン針　外　購入の支出について
49,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 感熱ロール紙　外購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘着包帯　他　購入の支出について
24,399

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マーカー丸型の購入の支出について
51,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 試験管外購入の支出について
82,917

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
140,378
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防藻剤　購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューブえのぐ　外購入の支出について
156,763

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり　外購入の支出について
68,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤプレーヤー　外　購入の支出について
42,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外（集約物品）購入の支出について
66,258

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両面印刷ユニット　購入の支出について
41,742

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチレンコルクシート　外　購入の支出について
6,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キッズゲルニカキャンパス用紙外１点購入の支出について
49,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トゴリ衣装４点セット購入の支出について
24,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たこ糸　外　購入の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 展示スタンド外の購入の支出について
42,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート黒板購入の支出について
38,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 殺菌消毒剤　外　購入の支出について
21,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラミネーター外１４件の購入の支出について
144,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パン箱　外（集約物品）購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パン箱　外（集約物品）購入の支出について
680,821

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
239,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階東手洗い場横水道管補修工事の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 フラッグポール用ロープ取替え工事の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育倉庫シャッター補修工事の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 消火補給器補修工事の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋上笠木板金補修工事の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ４階活動室　窓ガラス　補修の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室ガラス入替工事の支出について
10,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関扉　ポリカ取替工事の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ４階いきいき教室洗面台詰り修理工事の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室屋上排気ファン補修の支出について
68,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂緞帳補修工事の支出について
110,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修修理の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動糸鋸修理の支出について
47,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機　修理の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室ボイラー修理の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室保管庫点検修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜用排水槽修理の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内放送機器の修理の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内ＬＡＮサーバー鍵修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 図工室糸のこ機械修理の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動糸鋸修理の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 照明器具修理の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスマイク修理の支出について
20,739

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＧＨＰオプション品修理の支出について
48,491

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
27,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 大型インクジェットプリンター修理の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管機修理の支出について
43,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスアンプ　修理の支出について
29,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（１０／１４）の支出について
17,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習に係る児童交通費・入堂料（１０／１４）の支出について
38,304
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費　１０／１４の支出について
4,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費の支出について
18,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年生校外学習にかかる参加児童交通費の支出について
11,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ＴＶ買い替えによるリサイクル・収集運搬料の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ＴＶ買い替えによるリサイクル・収集運搬料の支出について
2,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 桜樹木薬剤散布業務委託の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木薬剤散布業務委託の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 薬剤散布及び樹木剪定業務委託の支出について
135,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎玄関横の樹木伐採の支出について
272,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 薬剤散布業務委託の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校庭樹木薬剤散布（害虫防除）業務委託の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習に係る児童交通費・入堂料（１０／１４）の支出について
11,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレット端末　購入の支出について
126,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター購入の支出について
337,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オーバーヘッドカメラ　外　購入の支出について
104,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター外購入の支出について
161,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大型絵本・大型紙芝居架　購入の支出について
97,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マットトラック外購入の支出について
303,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 糸のこ機械　外（集約物品）購入の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル自動体重計の購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 監視カメラ外購入の支出について
84,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ドライ式Ｌ型運搬車購入の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「あいうえおパラダイス」ほか購入の支出について
379,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おきなわ島のこえ」外購入の支出について
115,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書大きなずかん　外購入の支出について
241,922

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「小さなりゅうの本」外　購入の支出について
186,003

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書購入の支出について
344,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ああうまそうだな」外購入の支出について
330,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石試運転取替受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育受講料の支出について
26,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削用といし業務に係る特別教育受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤作業従事者安全教育受講料の支出について
8,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石特別教育受講料の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯丸のこ盤特別教育講習受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石試運転取替受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「英語夜間講座」実施にかかる講師謝礼の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ３年生　性教育講話にかかる講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「英語夜間講座」実施にかかる講師謝礼の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「英語夜間講座」実施にかかる講師謝礼の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 野点傘　外　購入の支出について
75,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球ボール購入の支出について
10,611

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪府高校入試問題集外の購入の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 作戦盤　他　購入の支出について
47,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボールネット外購入の支出について
41,191

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電球　購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コンサートビブラフォン　外の購入の支出について
41,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 茶巾　外　購入の支出について
14,461

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ヤニ入り巻き半田　外　購入の支出について
34,128
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台　他購入の支出について
31,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール外購入の支出について
38,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルタイマー　購入の支出について
45,338

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ボールかご外購入の支出について
23,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙外購入の支出について
12,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 真空ゴム管　外　購入の支出について
12,841

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク　購入の支出について
32,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
303,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 耐水ペーパー外購入の支出について
36,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　他　購入の支出について
52,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ２０１５年度高校入学案内一覧　外購入の支出について
16,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 三徳包丁　外　購入の支出について
81,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンター　購入の支出について
29,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ外購入の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 根切鋏　購入の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 箏　外　購入の支出について
25,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラワン合板　外購入の支出について
53,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂粘土　ほか　購入の支出について
49,059

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ２０１５近畿版高校入学案内一覧他購入の支出について
15,546

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　外　購入の支出について
95,329

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール他購入の支出について
46,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キャッチャーマスク　外　購入の支出について
60,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール購入の支出について
14,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 家庭用ミシン針外購入の支出について
12,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 英語科２年指導書購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指揮棒外購入の支出について
17,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜「アナと雪の女王より　ハイライト」外購入の支出について
23,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビブス　外　購入の支出について
38,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外の購入の支出について
97,281

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール外購入の支出について
38,826

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ　２０１４　高校入試問題工房　外　購入の支出について
38,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化にかかる園芸用土の購入（１０／１０）の支出について
14,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
22,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外（集約物品）購入の支出について
25,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤外購入の支出について
20,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール他　購入の支出について
95,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランド用石灰　購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水拭き用スポンジワイパースペア外購入の支出について
39,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール　他購入の支出について
236,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　他　購入の支出について
66,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 のこぎり替刃外購入の支出について
60,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン購入の支出について
35,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校入学案内一覧近畿版２０１５外購入の支出について
31,239

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブルーレイプレーヤー　外　購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボール　購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入にかかる支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
21,330
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用除藻剤外の購入の支出について
37,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー他購入の支出について
30,291

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木材用ワックス購入の支出について
4,017

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 裁ちバサミ　外　購入の支出について
50,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 糸のこ機械　外（集約物品）購入の支出について
6,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土芯材外購入の支出について
20,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクタースクリーン　購入の支出について
47,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 蚊取り線香皿　外　購入の支出について
10,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック購入の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自然体験学習にかかる苗の購入（１０／１０）の支出について
11,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マリーゴールド苗購入の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゲームジャケット　外　購入の支出について
233,485

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 移動式五線白板購入の支出について
46,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンカップ　外購入の支出について
64,857

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校要覧印刷の支出について
250,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階倉庫扉のガラス入替え補修の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館１階防火シャッター補修工事の支出について
22,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 受水槽漏水補修工事の支出について
71,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 正門鉄扉補修工事の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 特別支援学級入口ドア鍵取替工事の支出について
53,153

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 軒樋　コンクリート基礎補修工事の支出について
82,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 技術室土間基礎撤去工事の支出について
143,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明スイッチ取替工事の支出について
8,467

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替補修の支出について
39,301

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 教材室外ガラス補修工事の支出について
26,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡声器修理の支出について
74,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 サックスの修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動パンチ修理の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 テナーサックス外修理の支出について
81,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
25,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスミキサー修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 トランペット修理外の支出について
48,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路体験学習にかかる参加生徒交通費（１０／１１の支出について
43,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 脂肪酸エステル外薬品廃棄処理業務委託料の支出について
208,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＳＤ／ＣＤレコーダー　の購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 箏　外　購入の支出について
239,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 コンサートビブラフォン　外の購入の支出について
289,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アルミひな段セット購入の支出について
217,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ポータブルステージ　購入の支出について
318,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「おくのほそ道」外購入の支出について
384,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし　外　特別教育受講費の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 用紙の購入の支出について
51,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外（集約物品）購入の支出について
13,338

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用エタノールの購入経費の支出について
5,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電話交換機用バッテリーの購入の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードディスク購入の支出について
16,156
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鋼製布板の購入の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンディタイマー外購入の支出について
130,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 介護福祉士過去問題集他教授用書籍購入経費の支出について
15,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 事務用プリンタトナー購入の支出について
40,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教授用ＤＶＤソフト購入経費の支出について
19,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「ＮＯＮ－ＮＯ」他（４月～９月分）の購入の支出について
35,186

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 フライパン他実習用品の購入経費の支出について
29,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパネ購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ４色ボールペン外購入の支出について
24,969

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 糸鋸刃他購入の支出について
27,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 木製ライン引き購入の支出について
38,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 へール突切りバイト　他の購入の支出について
80,049

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校案内印刷の支出について
83,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ４号館組立加工実習室漏電補修工事の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 視聴覚教室の空調機の整備工事の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 普通教室他窓ガラス入替作業請負経費の支出について
34,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 コレーター修理の支出について
71,971

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 旋盤の修理の支出について
329,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機の家電リサイクル料・家電リサイクル回収料の支出について
1,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機の家電リサイクル料・家電リサイクル回収料の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 校内樹木の管理業務委託（枯松の伐採ほか）の支出について
234,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 第４回城東区進学説明会出展ブース使用料の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ハンディタイマー外購入の支出について
44,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 コードレスクリーナーの購入の支出について
158,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 糸のこ機械　外（集約物品）購入の支出について
13,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 石けんネット　他　購入の支出について
22,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ロール模造紙　他購入の支出について
9,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 アタッチメントグリーン培土器　他　購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 大型トランポリン送風ホース外購入の支出について
15,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 あいうえおカード　外　購入の支出について
14,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 フードスライサーの刃の購入の支出について
8,143

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 フードスライサー修理の支出について
25,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小学部４・５・６年校外活動伊丹市昆虫館入館料の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アタッチメントグリーン培土器　他　購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 糸のこ機械　外（集約物品）購入の支出について
51,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大型トランポリン送風ホース外購入の支出について
334,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 技能講習受講料の支出について
57,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 低圧電気取扱い特別教育受講料外の支出について
32,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外（集約物品）購入の支出について
200,826

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ラベルプリンター購入の支出について
17,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 試験管ばさみ　他購入の支出について
34,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフトドッジボール外購入の支出について
24,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 全自動洗濯機の購入の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パン箱　外（集約物品）購入の支出について
35,121

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボール購入の支出について
15,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボール外　購入の支出について
36,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオカセット購入の支出について
32,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 全自動洗濯機購入の支出について
41,592
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 裁断機の購入の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 透明型立体模型セット外購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子キーボード購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 糸のこ機械　外（集約物品）購入の支出について
98,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフト用グローブ外購入の支出について
183,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バトミントンラケット　外購入の支出について
51,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ハイハットスタンド購入の支出について
17,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 平均台購入の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自動水栓取替補修工事の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階男子便所漏水補修工事の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階教室排水管詰まり補修工事の支出について
72,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 門扉改修工事の支出について
391,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎外壁補修工事の支出について
223,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防火シャッター修理工事の支出について
28,247

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋外壁掛け時計取替え工事の支出について
137,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給湯室シャッター・軒樋取替工事の支出について
198,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 揚水ポンプ取替工事の支出について
452,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室床シート剥離補修工事の支出について
498,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室棟３階廊下（北トイレ前）窓ガラス補修の支出について
6,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 各所照明器具等補修工事の支出について
213,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室通風口（ガラリ）補修工事の支出について
810,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎２階共用トイレ水漏れ修理工事の支出について
174,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 畳表替えの支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎外壁・天井雨漏り補修工事の支出について
345,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 正門扉補修工事の支出について
469,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 多目的室Ⅰ・Ⅱ　相談室照明器具取替工事の支出について
568,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３－５教室外窓ガラス入替の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 Ｃ棟　絶縁（漏電）改修工事の支出について
231,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室手洗設置工事外補修の支出について
125,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書室カーペット張替工事の支出について
385,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内放送補修工事の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場側フェンス補修工事の支出について
398,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 フェンス補修工事の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール補修工事の支出について
280,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール棟更衣室錠前補修工事の支出について
62,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 保健室間仕切パーテーション設置工事の支出について
498,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 給食室ボイラー入替に伴うガス工事の支出について
146,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 講堂移動式階段設置改修工事の支出について
397,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 糸のこ機械　外（集約物品）購入の支出について
153,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター外購入の支出について
289,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ドリル研削盤購入の支出について
136,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 跳び箱　購入の支出について
138,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ポスターカラー他の購入の支出について
110,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉄杭購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 綱引きロープの購入の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色画用紙購入の支出について
70,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 玄関及び通用門のインターフォンの取替工事の支出について
218,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 放送設備修理工事の支出について
54,000



平成26年度（平成26年10月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 放送設備修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 玄関両開き扉／オートロックの修理の支出について
109,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大阪市小学校教育研究会社会部全大会講師謝礼の支出について
15,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究授業等指導にかかる講師謝礼金の支出について
47,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 公開授業および講演会にかかる講師謝礼金の支出について
78,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国語授業研究会にかかる講師謝礼金の支出について
18,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 「ＢＵＫＡＴＳＵアンケート用紙」外購入の支出について
191,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 板ダンボール　ほかの購入の支出について
60,037

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＭＤ外購入の支出について
29,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 図書「学び合いステップアップ」外　購入の支出について
91,977

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 宛名ラベル外購入の支出について
27,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ねじ図鑑」他購入の支出について
60,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 修学旅行被爆体験講和にかかる講師謝礼の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 算数研究授業参観・指導助言にかかる講師謝礼の支出について
23,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 研究授業用講師謝礼金の支出について
23,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
13,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消しゴム外購入の支出について
41,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
73,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス防虫網他２点購入の支出について
36,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防藻剤　購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール消毒剤　外　購入の支出について
52,273

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管外購入の支出について
84,903

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食器用洗剤　他購入の支出について
118,534

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 走り高跳びスタンド他３点購入の支出について
105,057

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 付箋外の購入の支出について
325,947

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大印刷機用スキャナ　購入の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙外購入の支出について
67,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たこ糸　他購入の支出について
299,606

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板外購入の支出について
19,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＥレコード巻テープ外購入の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 研削研磨講習会参加費及びテキスト購入の支出について
1,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 算数テスト他購入の支出について
77,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジタワシ　他　の購入にかかる経費の支出について
77,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙ねんど購入の支出について
23,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 付箋他購入の支出について
68,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドソープ詰替用購入の支出について
23,761

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニソフトバレーボール　他購入の支出について
182,358

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤライター　外購入の支出について
44,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙購入の支出について
16,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 合成接着剤２０ｇ４０本外購入の支出について
26,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花苗外購入の支出について
21,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自然体験学習にかかる食材購入の支出について
9,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おりたたみ机　購入の支出について
39,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 漏斗　他購入の支出について
155,331

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根　外購入の支出について
10,497
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液体石鹸４ｋｇ　１本外購入の支出について
11,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ロープ止め丸型くい外購入の支出について
44,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削と石使用の特別教育受講料及び資料購入の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 角ザルかご外購入の支出について
18,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール他１４点購入の支出について
147,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 伝統文化体験にかかる和菓子購入（１０／１５）の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｌ字管外購入の支出について
98,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスターの購入の支出について
26,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール除藻剤購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チャボのエサ外購入の支出について
24,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダブルダッチ用縄跳び外購入の支出について
144,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タフロープ他　購入の支出について
168,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電波時計　外購入の支出について
24,098

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土９６個購入の支出について
25,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴムバスケットボール外購入の支出について
73,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エンジンブロア　購入の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ロングはちまき　外の購入の支出について
6,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗いチェッカー専用ローション　他１点購入の支出について
13,655

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 角型金床購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グラウンド用ライン購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白板イレーザー外購入の支出について
6,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料（４月～８月）の支出について
20,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤外の購入の支出について
128,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチックスポイト外の購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花壇用土止め　購入の支出について
23,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 全自動洗濯機購入の支出について
27,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー大玉　外２点購入の支出について
67,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　他購入の支出について
77,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土購入の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　他　購入の支出について
39,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直線定規外購入の支出について
92,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドレッシングオイル他５点購入の支出について
84,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　外　購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ランチョンマットセットの購入の支出について
11,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料・刷毛・シーラー・ブルーシート他購入の支出について
109,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙外購入の支出について
68,202

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク用ケーブル購入の支出について
32,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 炭酸カルシウム購入の支出について
7,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター他の購入の支出について
37,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リチウムイオンバッテリーパック外の購入の支出について
41,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「新しい国語６年下」外購入の支出について
29,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗　外購入の支出について
26,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヒヤシンス球根　外　購入の支出について
4,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤購入の支出について
11,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根　外の支出について
16,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙外購入の支出について
62,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外購入の支出について
63,779

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　外　購入の支出について
30,776
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙外購入の支出について
54,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キーボードカバー　外購入の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
38,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室厨房用ガスボイラー減圧弁取替工事の支出について
87,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室電灯回路漏電補修の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２年教室窓ガラスのポリカ取替工事の支出について
30,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室用会所の排水管通管工事の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎ガラス入替の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス交換工事の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ６年２組教室窓ガラス補修の支出について
7,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北校舎家庭科室給水管漏水修理の支出について
19,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂照明スイッチ補修工事の支出について
13,651

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ４年１組照明器具取替修繕の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室屋上排気ファン不良補修工事の支出について
60,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ５年１組教室窓ガラス補修の支出について
7,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修繕の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 エンジン草刈機修理の支出について
4,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
47,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機　修理の支出について
34,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機修理の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
32,167

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシンの修理の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＣＤＭＤデッキ　修理の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室食器洗浄機修理の支出について
155,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜ギア修理の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機の修理の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＤＶＤプレイヤー修理の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
18,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
22,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 緞帳修理の支出について
79,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室焼物機修理の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送室電源制御器修理の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスチューナーの修理の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 防犯カメラ　修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ポータブルＰＡアンプの修理の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機リサイクル料金・リサイクル運搬料（買替）の支出について
1,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 秋の遠足にかかる参加児童交通費（１０／１５）の支出について
29,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年社会見学にかかる児童交通費（１０／１５）の支出について
59,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習参加児童交通費（１０／１５）の支出について
7,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習（１０／１５）の児童交通費・入場料の支出について
25,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習の児童交通費・見学料（１０／１５）の支出について
14,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 １年校外学習にかかる参加児童分交通費の支出について
27,776
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機リサイクル料金・回収運搬料金の支出について
540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童交通費（１０／１５）の支出について
9,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機リサイクル料金・リサイクル運搬料（買替）の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷凍設備保安検査手数料の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機リサイクル料金・回収運搬料金の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校内樹木薬剤散布　業務委託の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 瓦屋町グランド使用料・１学期分（１０／１４）の支出について
155,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験学習（１０／１５）の児童交通費・入場料の支出について
22,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習の児童交通費・見学料（１０／１５）の支出について
9,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外活動にかかる付添職員観覧料（１０／１５）の支出について
1,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ　購入の支出について
272,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷凍冷蔵庫購入の支出について
59,974

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 屑入（集積保管容器）購入の支出について
69,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター他の購入の支出について
176,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 展示傾斜書架購入の支出について
135,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 キーボードカバー　外購入の支出について
212,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室図書　宮沢賢治絵童話集外３５点購入の支出について
326,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「西遊記」外購入の支出について
142,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「季節・行事の工作絵本」　外購入の支出について
266,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 研削研磨講習会参加費及びテキスト購入の支出について
6,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接　外　講習料の支出について
56,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱者安全衛生教育外講習受講料の支出について
71,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育講習受講料の支出について
26,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削と石使用の特別教育受講料及び資料購入の支出について
9,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生防災教育講話にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 綿球容器　他　購入の支出について
31,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓外　購入の支出について
74,035

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 油性錆止め塗料外購入の支出について
26,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 畳外購入の支出について
74,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 南京錠　購入の支出について
104,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙　他　購入の支出について
61,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜　外　購入の支出について
23,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 切断砥石外の購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電気分解装置他５点購入の支出について
72,878

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーフィルターの購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用戸当りゴム　購入の支出について
82,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キルト芯外購入の支出について
11,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
83,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外購入の支出について
47,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルトサックスリガチャー　他購入の支出について
67,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードル外の購入の支出について
67,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
86,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス金具の購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外購入の支出について
50,738

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ合板　他　購入の支出について
19,418

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 戸先ゴム　購入の支出について
24,840
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
19,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ヒューザユニット購入の支出について
29,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 救急箱　他　購入の支出について
32,727

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ファイルボックス購入の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 床ワックス外購入の支出について
76,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜購入の支出について
50,166

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｂ６ノート外購入の支出について
155,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バット　他　購入の支出について
31,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 全国高校入試問題集正解外購入の支出について
26,457

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーラインパウダー購入の支出について
46,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球防具４点セット（専用袋付）の購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレットＰＣ他の購入の支出について
109,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 競技用紙雷管外４点購入の支出について
41,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙外　購入の支出について
80,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 一輪車購入の支出について
15,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　他購入の支出について
32,913

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光形水銀灯電球外購入の支出について
26,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンド型ワイヤレスマイク　購入の支出について
26,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 問題集　全国入試問題正解外の支出について
14,643

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「高校入学案内一覧」購入の支出について
6,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ノート　外　購入の支出について
17,949

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール　外　購入の支出について
88,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 理科実験用具　購入の支出について
29,613

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塩化マグネシウム　購入の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校要覧印刷　追加分の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 公立高等学校紹介冊子　印刷の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 公立高等学校紹介印刷の支出について
32,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 公立高等学校紹介印刷の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 公立高等学校紹介冊子印刷の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 公立高等学校紹介印刷の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 「公立高等学校紹介」冊子印刷の支出について
43,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 公立高等学校紹介印刷の支出について
20,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 平成２７年度　入試用冊子　印刷の支出について
42,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １年３組教室　ガラス補修の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 男子小便器漏水　補修の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 男子小便器センサー補修工事の支出について
22,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 事務室鍵取付工事の支出について
30,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館２階廊下の窓ガラス入替補修工事の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書室鍵取付工事の支出について
37,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 空冷ヒートポンプチラー圧縮機用油圧計取替工事の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 保健室、放送室前窓ガラス補修工事の支出について
21,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 小型湯沸器の修繕の支出について
5,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館女子トイレ漏水補修の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピッコロ　外　修理の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 東館被服室エアコン修繕の支出について
57,240
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ロックミシン修理の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 職員室天井照明外修理の支出について
44,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
29,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート　外　修理の支出について
92,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器不鳴り修理の支出について
28,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ウォータークーラー修理の支出について
12,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 体育大会物品運搬業務委託の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビリサイクル料金　　外の支出について
1,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 かんな　刃研ぎの支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 テレビリサイクル料金　　外の支出について
2,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫駆除作業業務委託の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレットＰＣ他の購入の支出について
254,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「矢野先輩」外　購入の支出について
361,007

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「カナリーズ・ソング」他の支出について
362,994

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「黒魔女さんが通る」　外購入の支出について
213,126

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別教育受講料の支出について
15,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ＥＢＣ講師謝礼金の支出について
20,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 多目的ネット他　購入の支出について
25,893

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 本館普通教室空調機ＧＨＰ用室外機修理の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 日商簿記検定受験に伴う受験料の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー特別教育受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ふれあい動物園実施費用（１０／１４）の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 ふれあい動物園実施費用（１０／１４）の支出について
89,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 樹木薬剤散布業務委託の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 野球ボール　外購入の支出について
69,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケットボール購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク購入の支出について
25,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 大型市版白地図シート　外　購入の支出について
56,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 残留塩素測定器購入の支出について
14,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 管理作業用充電式ヘッジトリマー購入の支出について
23,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 刈込鋏　外購入の支出について
19,051

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カスタネット　外購入の支出について
14,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛時計購入の支出について
4,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機購入の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 揚水タンク漏水修理工事の支出について
67,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館舞台床コンセント漏電補修の支出について
24,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校長室洗面台漏水補修工事ほかの支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎外壁等補修の支出について
988,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラスの張替補修工事の支出について
67,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 小便器自動洗浄センサー修理の支出について
116,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 旗ポール基礎補修工事の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 コンセント修繕工事の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取替工事の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 冷暖房機修理工事の支出について
144,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 男子トイレ補修工事の支出について
66,420
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室通気口取付工事の支出について
597,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書室ガラス補修工事の支出について
52,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 スチール保管庫浅型上置用　２台　購入の支出について
56,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ホルン購入の支出について
154,429

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ＣＤ・ＭＤプレイヤー購入の支出について
93,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 セロハンテープ外の購入の支出について
72,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色画用紙購入の支出について
45,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
92,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
19,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
10,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 害虫駆除作業の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレット端末　外購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
31,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 タブレット端末　外購入の支出について
157,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 全国小学校理科研究大会北海道大会にかかる参加費の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 全日本聾教育研究大会にかかる参加会費１０／１７の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
160,758

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験器具支持用スタンド購入の支出について
46,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
81,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 回転式モップ絞り器　外　購入の支出について
60,161

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー外の購入の支出について
33,933

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「やってみようピアサポート」他購入の支出について
25,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 管理作業員アーク溶接特別教育受講料外の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 和太鼓用生皮　購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大玉外の購入の支出について
48,081

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗鉢台　外購入の支出について
47,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
408,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アーク溶接等の業務特別教育受講料（１０／１６）の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の球根外購入の支出について
13,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
36,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 朱ペン外購入の支出について
38,922

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グロー球購入の支出について
2,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テレビ外購入の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掛時計　他　購入の支出について
42,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 方眼ボール紙外購入の支出について
41,758

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土４０Ｌ外購入の支出について
28,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はにわ粘土外購入の支出について
87,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子辞書　外購入の支出について
138,159

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色ケント紙外購入の支出について
80,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スプレーのり外８件購入の支出について
76,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スティックのり　外購入の支出について
98,457

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テープカートリッジ　外購入の支出について
73,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ外購入の支出について
77,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット外購入の支出について
56,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダウンスキャンコンバーター　外　購入の支出について
42,120
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 家庭科室排水溝用ワンコ購入の支出について
17,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外６点購入の支出について
27,071

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙コップ外の購入の支出について
70,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスアンプ外購入の支出について
23,479

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ディスクカッター　他１１点購入の支出について
58,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
273,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール消毒液外購入の支出について
55,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アーク溶接特別教育受講料他の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
59,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ他球根　購入の支出について
15,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
10,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
939,742

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
201,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷却ベルト　外　購入の支出について
46,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ便器尿石除去工事の支出について
132,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室・放送室間配線補修の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場止水栓漏水修理の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 高所外灯自動タイマー取付工事の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送室ヘッドエンド装置　修理の支出について
139,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 跳び箱補修の支出について
46,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
33,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
23,021

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館入口扉の鍵修理の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 球根皮むき器修理の支出について
16,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室ボイラー修理の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
25,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学（１０／１６）にかかる交通費の支出について
8,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年校外活動に係る参加児童交通費（１０／１６）の支出について
9,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習（１０／１６）にかかる参加児童交通の支出について
24,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学にかかる参加児童交通費（１０／１６の支出について
11,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童の交通費（１０／１６）の支出について
5,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 秋の遠足にかかる参加児童交通費（１０／１６）の支出について
13,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 全校オリエンテーリングにかかる参加児童交通費の支出について
50,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童の交通費他（１０／１６）の支出について
23,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 修学旅行実施に伴う経費の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 １・２年生秋の遠足にかかる交通費（１０／１６）の支出について
32,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル収集運搬費外の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童の交通費（１０／１６）の支出について
6,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童の交通費（１０／１６）の支出について
3,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ、衣類乾燥機リサイクル手数料の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 国際理解教育体験活動にかかる交通費及び観覧料の支出について
39,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年体験学習「くらしの今昔館」参加児童交通費の支出について
2,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ、衣類乾燥機リサイクル手数料の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 電動裁断機刃交換・研磨手数料の支出について
10,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 給食室冷凍庫の点検・調整の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル収集運搬費外の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 害虫防除のための薬剤散布業務委託の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定　業務委託の支出について
145,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 薬剤散布　業務委託の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行実施に伴う経費の支出について
49,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる児童の交通費他（１０／１６）の支出について
1,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 蒲生野球場使用料（１０／１５）の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 国際理解教育体験活動にかかる交通費及び観覧料の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行にかかる参加児童使用料（１０／１６）の支出について
21,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷蔵庫購入の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テレビ外購入の支出について
56,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 フットサルゴール購入の支出について
151,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチクイックテント購入の支出について
192,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスアンプ外購入の支出について
152,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（集約物品）購入の支出について
848,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 丁合機（集約物品）購入の支出について
405,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「しのえほん」外購入の支出について
239,223

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「すいか」外購入の支出について
328,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　宇宙図鑑外購入の支出について
41,994

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「おしいれのぼうけん」他　購入の支出について
361,297

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接講習受講料の支出について
15,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別教育受講料の支出について
15,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤、振動工具取扱作業講習受講料の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接等の業務特別教育受講料（１０／１６）の支出について
20,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別教育受講料他の支出について
21,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 管理作業員アーク溶接特別教育受講料外の支出について
20,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 音叉外購入の支出について
71,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
309,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
475,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
717,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビジネスプロジェクター他購入の支出について
75,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ購入の支出について
23,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー他　購入の支出について
75,038

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
31,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水酸化ナトリウム　外の購入の支出について
50,781

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 炭酸カルシウム外購入の支出について
26,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校入学案内一覧　外の購入の支出について
10,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コンテナ　外　購入の支出について
60,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小型湯沸器購入の支出について
36,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤外購入の支出について
17,971

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　外　購入の支出について
183,069

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ購入の支出について
39,501

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスターほか購入の支出について
96,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
481,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車ブレーキ工具外購入の支出について
13,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス他購入の支出について
64,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙ほか購入の支出について
50,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム手袋他購入の支出について
29,115

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー１２色セット外購入の支出について
137,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デスクトレー外購入の支出について
32,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学力ドリル　外　購入の支出について
45,302

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンシャトルコックの購入の支出について
14,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙外　購入の支出について
17,658

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
201,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜「炎と森のカーニバル」外　購入の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バルサ角材　外購入の支出について
52,994

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板外　購入の支出について
24,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄粉他購入の支出について
18,122

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ２０１５年受験用全国高校入試問題正解　外購入の支出について
26,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ツヤだしニス他４点購入の支出について
28,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル紐　外購入の支出について
16,933

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タイヤ打込台　外の購入の支出について
83,781

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス湯沸かし器外購入の支出について
40,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 窓付封筒　購入の支出について
38,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ねじり鉢巻き　購入の支出について
336,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バッティングヘルメット外４点の購入の支出について
40,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 強力フェライト磁石外購入の支出について
47,001

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネシウム削状外購入の支出について
28,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 救急用品セット　他　購入の支出について
23,619

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄粉外購入の支出について
9,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
52,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 おもり　他購入の支出について
57,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 接着芯　外　購入の支出について
35,271

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック　購入の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
79,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビデオ編集ソフト　外　購入の支出について
71,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タオル外購入の支出について
10,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 公立高等学校紹介冊子印刷製本の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 公立高等学校紹介印刷の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館入口鉄扉の補修工事の支出について
25,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 クラブ室前手洗場給水栓　他　取替の支出について
59,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓硝子入替工事（体育館）の支出について
19,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート　修理の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 テナーサックス修理　外の支出について
92,189

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスマイク　修理の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ビデオカメラ修理の支出について
22,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 多目的室音響設備修理の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
47,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞会「ちゃんへん」公演業務委託の支出について
330,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ビデオ編集ソフト　外　購入の支出について
124,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ビジネスプロジェクター他購入の支出について
312,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（集約物品）購入の支出について
565,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ガス湯沸かし器外購入の支出について
138,780
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育等の講習受講料の支出について
13,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石取替え等の業務に係る特別教育受講料の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別教育受講料の支出について
15,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接　外講習受講料の支出について
34,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接（特別教育）受講料の支出について
15,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具外特別教育受講料の支出について
24,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
33,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
65,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
61,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードディスクの購入の支出について
22,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンターインクの購入の支出について
39,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インド藍液外購入の支出について
24,898

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 製氷機修理の支出について
59,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 エアコンの修理の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 プロダクトデザイン科職員室鍵取替修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 防犯カメラの点検調整処理手数料の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ポータブルステージ（仕様書）購入の支出について
429,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
5,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインテープ　外購入の支出について
190,473

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 タイムタイマーラージ　外の購入の支出について
223,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 一眼レフカメラ　外購入の支出について
66,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 高等部２年宿泊学習　体育館等使用料の支出について
16,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中２秋の遠足にかかる付添職員入場料外１０／１６の支出について
11,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
42,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 メジャー外購入の支出について
46,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ポータブルデジタルレコーダー外　購入の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 卓球用ネット　他　購入の支出について
40,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ビデオ一体型ＤＶＤレコーダー　購入の支出について
22,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 冬芝種購入の支出について
18,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフトサーブバレーボール　外　購入の支出について
104,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 学園１階西寮母室流し台入れ替え工事の支出について
69,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室音響設備整備工事の支出について
186,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防火扉補修工事の支出について
50,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 排水管つまり通管工事の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消火充水槽配管漏水補修工事の支出について
111,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自動火災報知設備感知器補修工事の支出について
356,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ボタン電話設備補修工事の支出について
398,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ整備補修工事の支出について
175,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 保健室空調機補修工事の支出について
32,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 身障者用トイレ扉補修　外　工事の支出について
564,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 落下防止用面格子取り付け外工事の支出について
205,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 パソコン室エアコン修繕の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 ボイラー設置ガス整備工事の支出について
201,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 給食室ボイラー設置ガス設備工事の支出について
78,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ブルーレイディスクレコーダーの購入の支出について
49,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 丁合機（集約物品）購入の支出について
405,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（集約物品）購入の支出について
1,131,840
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
12,814

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 アクリル絵の具他７点購入の支出について
40,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ミニ・コーン・ポスト購入の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ラインパウダーの購入の支出について
7,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
3,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 天井扇風機補修工事の支出について
153,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 生活指導協議会にかかる講師謝礼金の支出について
11,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 第４７回全国小学校理科研究大会資料代の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 大会参加費・資料代の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
79,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　外　購入の支出について
104,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 大会参加費・資料代の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ９月分実習講師謝礼の支出について
68,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
3,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３・４年算数「そろばん授業」のための講師謝礼金の支出について
3,341

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生活体験学習にかかる食材料（１０／１７）購入の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
162,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グロッケン立奏スタンド外２点の購入の支出について
144,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 輪ゴム　外の購入の支出について
62,853

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン用石灰購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根　外　購入の支出について
67,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土　外　購入　の支出について
19,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレットＰＣ購入の支出について
73,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーテーションほか　購入の支出について
76,107

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ購入の支出について
109,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事務用はさみ外購入の支出について
49,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 算数個別支援プリント外購入の支出について
10,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 跳び箱運搬車外購入の支出について
168,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館蔵書整備ソフト外購入の支出について
88,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジョイントマット外購入の支出について
45,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リングファイル外購入の支出について
6,015

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー外購入の支出について
50,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
432,302

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
6,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石けん　外購入の支出について
17,979

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー四方連結式マット　購入の支出について
110,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゲームベスト購入の支出について
10,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　外購入の支出について
229,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙外購入の支出について
28,987

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー不織布ロール　外　購入の支出について
44,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーレーザープリンタードラムユニット他購入の支出について
67,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用デジタル教科書わくわく理科６年生購入の支出について
31,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯洗剤　他購入の支出について
49,449

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 毎日新聞購読料（４月～９月）の支出について
24,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
131,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
226,514
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
80,061

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
4,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーメッシュグローブ　外購入の支出について
42,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり外購入の支出について
124,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性ボールペン外購入の支出について
18,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画和紙外購入の支出について
141,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙コップ（工作用）外購入の支出について
96,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 和紙外購入の支出について
162,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インク　外１点購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
371,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 理科室　水道栓取替の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 グラウンド内汚水枡及び集水枡補修工事の支出について
28,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替え工事の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修工事の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 調理用作業台調整修理の支出について
17,971

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 衣類乾燥機修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食調理用焼き物器修理の支出について
15,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 １年生校外学習にかかる参加児童交通費の支出について
10,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 全校遠足児童交通費（１～６年）１０月１７日の支出について
119,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年校外活動にかかる交通費・入館料　１０／１７の支出について
26,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費（１０／１７）の支出について
194,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 全校遠足（１０／１７）にかかる参加児童交通費の支出について
63,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童交通費（１０／１７）の支出について
9,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年秋の遠足にかかる参加児童交通費　１０／１７の支出について
61,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年生校外学習にかかる参加児童交通の支出について
7,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動にかかる参加児童交通費（１０／１７）の支出について
2,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費　１０／１７の支出について
12,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験学習にかかる参加児童交通費（１０／１７）の支出について
19,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年校外活動にかかる交通費・入館料　１０／１７の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
79,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　外　購入の支出について
104,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーテーションほか　購入の支出について
52,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 配膳台購入の支出について
259,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 跳び箱運搬車外購入の支出について
93,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書『まんぷくでえす』外　購入の支出について
342,937

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書こどもの行事しぜんと生活　他　購入の支出について
227,179

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー特別教育受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別講習受講料の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 扶助費　措置扶助金 １０月分生活指導訓練費の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　購入の支出について
2,667

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校入試問題集ＣＤ‐ＲＯＭ　購入の支出について
26,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
205,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外１９点の購入の支出について
85,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 力学台車用斜面台外１点の購入の支出について
123,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グラウンドマーカーの購入の支出について
39,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール用ネット巻購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教材用ノート購入の支出について
49,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
96,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
110,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
53,373

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木材　外　購入の支出について
63,585

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 校園パソコンバージョンアップ用ソフトウェア購入の支出について
76,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用防藻剤の購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レジバッグ外購入の支出について
140,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 音楽教材ＤＶＤ　購入の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
6,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙他の購入の支出について
25,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシール（Ａ４・２１面）他　の購入の支出について
72,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリント作成用ＣＤ－ＲＯＭ　社会科　購入の支出について
6,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 公立高等学校紹介印刷の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
37,519

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ジョバンニの島」外購入の支出について
79,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「新ジュニア音楽辞典」外購入の支出について
383,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー特別教育受講料外の支出について
21,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接作業　外　特別教育講習受講料の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 扶助費　措置扶助金 １０月分生活指導訓練費の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
12,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
39,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 真砂土の購入の支出について
80,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電子部品他購入の支出について
28,899

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 校名入りクリアファイル購入にかかる経費の支出について
93,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電子回路実験キット外購入の支出について
7,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 図書「大阪府警察官２０１５年度版試験」の購入の支出について
1,423

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 技能検定　機械検査　実技試験受験料（１０／１６の支出について
79,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書「大阪府警察官２０１５年度版試験」の購入の支出について
72,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし取り替え作業特別教育講習会受講料の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別教育講習会受講料の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 こどものための楽しい器楽合奏曲集外の購入の支出について
6,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 織機用椅子外購入の支出について
123,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンターの購入の支出について
32,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
38,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 屋外用携帯石油バーナー外購入の支出について
66,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
5,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 折りたたみテーブルの購入の支出について
16,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 小包封筒ＣＤ用外の購入の支出について
27,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 教職員用ゴム印外購入の支出について
5,261

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 空調ドレン配管改修工事の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂舞台緞帳修理の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 ガス空調機　洗浄作業の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 害虫駆除業務委託の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査業務委託の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中学部１年秋の遠足付添職員入園料１０／１７の支出について
13,125
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 織機用椅子外購入の支出について
246,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　図書購入費 おさるのパティシエ外の購入の支出について
120,097

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ねこのおいしゃさん」　外　購入の支出について
186,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 弓のこ　外　購入の支出について
40,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 棒びん購入の支出について
2,106

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　長なわ　外　購入の支出について
25,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
241,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子ピアノ　購入の支出について
205,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館３階女子障がい者用大便器補修工事の支出について
96,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール排水弁取替工事の支出について
227,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室周辺排水管通管工事の支出について
324,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂天井水漏れ工事の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消火設備補修工事の支出について
551,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 事務室改修工事の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 チェーン吊り橋改修工事の支出について
847,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ボタン電話設備補修工事の支出について
421,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上プール床塗装工事の支出について
996,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 銅鑼購入の支出について
87,739

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 コンサートグロッケンの購入の支出について
220,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
175,343

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
7,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
26,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
54,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 不織布ハッピの購入の支出について
13,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
4,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
2,278

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
40,063

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
3,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
7,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
13,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プリンターインク　購入の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
50,133

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
14,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 薬剤散布の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 窓ガラス割れ替え修理にかかる費用の支出について
14,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 デジタル自動体重計　購入の支出について
56,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
7,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
4,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
20,714

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　図書購入費 百科事典（仕様書）購入の支出について
379,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 道徳教育推進講師謝礼の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語学習指導にかかる講師料の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
50,931

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書（国語４年下）他　購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アンプ　外　購入の支出について
54,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩ変換コンバーター外の購入の支出について
106,666
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 うちわ購入の支出について
43,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 駒込ピペット　外　購入の支出について
18,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカウンター外の購入の支出について
174,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩ変換アダプタ　外購入の支出について
17,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バランスボール外購入の支出について
26,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　他　購入の支出について
25,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットカートリッジ　外　購入の支出について
308,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外の購入の支出について
35,579

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 複合機トナー購入の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
17,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤　他　購入の支出について
170,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 試験管　他購入の支出について
36,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料（４月～９月分）の支出について
24,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット端末外購入の支出について
295,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
308,523

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コミュニケーション能力育成教材の購入の支出について
53,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 四つ切画用紙　外購入の支出について
170,618

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
622,391

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 材木購入の支出について
27,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管外購入の支出について
169,274

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
418,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤外購入の支出について
65,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メモリーカード　購入の支出について
12,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
239,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 そらまめの種　外　購入の支出について
34,594

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ４切色画用紙　外　購入の支出について
60,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フラッグフットボールミニ外購入の支出について
31,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチールウール　外購入の支出について
53,427

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パネル布　外　購入の支出について
97,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 すのこ外購入の支出について
174,117

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
53,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインドの購入の支出について
46,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根外購入の支出について
26,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードモデル外購入の支出について
135,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯牙保存液他購入の支出について
22,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レールフック購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙、紙粘土他購入の支出について
78,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙４切外購入の支出について
79,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 セストボールゴール外購入の支出について
152,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タオル　外　購入の支出について
20,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 豆電球他購入の支出について
104,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス湯沸器購入の支出について
35,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バッテリーチャージャー外購入の支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
94,349

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋外購入の支出について
6,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
92,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 砂場害糞よけシート他購入　の支出について
185,760



平成26年度（平成26年10月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絵画作品乾燥棚　外（集約物品）購入の支出について
229,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
4,558

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
21,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ムカデ競走用具購入の支出について
26,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
221,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄棒運動用サポートパッド　外購入の支出について
187,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
141,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
138,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他購入の支出について
30,267

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台　他購入の支出について
91,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量紙粘土外購入の支出について
38,539

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
6,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
70,686

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
1,002,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタラベル外購入の支出について
67,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
22,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
967,613

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
234,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホースリール購入の支出について
40,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
4,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール他購入の支出について
16,193

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 つやだしニス他実験実習用材料の購入の支出について
157,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
81,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
55,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗いチェッカー外購入の支出について
338,169

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色紙セット他購入の支出について
50,851

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ａ４カラー下敷外購入の支出について
75,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙他購入の支出について
93,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　他購入の支出について
57,583

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館４階女子更衣室ドアガラス補修の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ジャングルジム基礎廻り補修工事の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具点検工事の支出について
33,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 リソグラフ印刷機修理の支出について
34,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動糸鋸修理の支出について
9,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
26,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 大判プリンター修理の支出について
71,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
31,557

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 職員室金庫修理の支出について
177,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫　修理の支出について
25,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫外リサイクル手数料外の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１０／２０）の支出について
6,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫外リサイクル手数料外の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 薬剤散布業務委託の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「ぼくらのロボット大作戦」公演業務委託の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 フードモデル外購入の支出について
28,674
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチテント　購入の支出について
111,213

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バランスボール外購入の支出について
66,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 集会用テント購入の支出について
136,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＭＤ・ＣＤプレイヤー　購入の支出について
96,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタルカウンター外の購入の支出について
61,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 校名入テント購入の支出について
201,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 フラッグフットボールミニ外購入の支出について
312,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書一式（仕様書）購入の支出について
674,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おまけ鳥」他購入の支出について
44,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書（おでんおんせんにいく）外　購入の支出について
204,883

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「学校の歴史」　外購入の支出について
305,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ふき」外購入の支出について
345,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生教育講習（刈払機）受講料の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤講習外　受講料の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤・振動工具取扱作業受講料の支出について
24,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削用といし特別教育受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤　振動工具取扱作業講習受講料の支出について
24,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削用といし取替業務に係る特別教育受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 燃焼さじ　他　購入の支出について
18,241

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リングネット外の購入の支出について
23,814

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 感熱紙　購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日新聞　社説ノート　購入の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
582,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
163,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール外購入の支出について
60,382

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
8,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラップほか購入の支出について
21,513

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタートナー購入の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
255,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
58,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 密閉型大型ヘッドホンの購入の支出について
15,487

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メトロノーム外購入の支出について
20,509

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
46,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パフ作成キット購入の支出について
3,391

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
38,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
328,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
179,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
187,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
372,859

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土外購入の支出について
73,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料、他購入の支出について
88,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドボール購入の支出について
10,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 絵画連結額縁外の購入の支出について
99,221

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
53,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ　中学生の音楽鑑賞　購入の支出について
35,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
146,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
489,301
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アガチス材　購入の支出について
167,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
3,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
113,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
216,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 公立高等学校紹介　印刷の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 冊子「公立高等学校紹介」印刷の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 公立高校紹介冊子　印刷の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館教室廊下側窓入替の支出について
1,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 網戸取付け工事の支出について
76,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器「チューバ」修理の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 トランペットの修理の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 スポーツタイマー修理の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート修理の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
32,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 コンセント取替の支出について
14,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 車椅子運搬の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校内樹木薬剤散布作業業務委託の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見にかかる有料道路代の支出について
15,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ポータブルステージ　購入の支出について
318,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「カマキリの生きかた」外の購入の支出について
269,123

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「村上海賊の娘」ほか購入の支出について
263,589

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「パワハラに負けない！」外購入の支出について
251,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別教育受講料の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別教育受講料の支出について
46,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤　外　特別教育講習受講料の支出について
43,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ソフトボール部外部指導者講師料の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（９月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（９月分）の支出について
99,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 造形芸術系列講師謝礼金（９月分）の支出について
100,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（９月分）の支出について
86,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（９月分）の支出について
86,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（９月分）の支出について
99,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（９月分）の支出について
72,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（９月分）の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（９月分）の支出について
240,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 バスケットボール部外部指導者講師料の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
23,711

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
44,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ　外の購入の支出について
23,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布ほか保健室用・行事携行薬等購入の支出について
37,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード他購入にかかる経費の支出について
43,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
14,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
23,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料４月～９月分の支出について
24,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電気実験用セット外購入の支出について
66,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
46,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 家庭科被服実習用ミシンコントローラーほか購入の支出について
18,900
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
7,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
12,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 速乾性手指消毒剤他の支出の支出について
36,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スチレンボード　他の購入の支出について
22,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 食堂電灯回路ブレーカー交換補修工事の支出について
66,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 コンセント回路増設の支出について
60,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 リヤカータイヤの修理（１０／１７）の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 海外交流プログラムに伴う入場料（１０／１７）の支出について
20,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 海外交流プログラムに伴う入場料（１０／１７）の支出について
6,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 家庭科被服実習用ミシンコントローラーほか購入の支出について
142,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
55,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
32,551

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
961

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクターケーブル　他　購入の支出について
12,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
14,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行の付添職員入園料の支出について
48,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 地図記号学習カード外購入の支出について
66,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 視聴覚教材作成用ＢＬレコーダーほか購入の支出について
77,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マット外購入の支出について
239,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
2,959

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ピンマイク　購入の支出について
85,814

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マラカス外　購入の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 人台購入の支出について
31,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 両面パネル式郷土都道府県地図他購入の支出について
204,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 フロアシート　購入の支出について
86,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 のこぎり購入の支出について
31,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置補修工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 食堂下足入口照明器具取替工事の支出について
67,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 雨漏り補修工事の支出について
691,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西館北館１階防火扉錠等修繕工事の支出について
65,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館　外壁補修工事の支出について
604,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール内装の補修工事の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室屋外グリーストラップ排水管通管補修の支出について
241,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館樋補修工事の支出について
132,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電光表示器購入の支出について
60,674

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 インパクトドライバ購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 絵画作品乾燥棚　外（集約物品）購入の支出について
100,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
41,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 でんぷん糊外の購入の支出について
60,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 冬野菜の土他の購入の支出について
35,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 ガスヒーポン室内機ラッキング補修工事の支出について
46,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 園外保育にかかる付添職員用入館料（１０／２１）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
6,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
4,300
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習付添指導員報償費の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動講師謝礼の支出について
38,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 南中ソーラン実技指導講習会に係る講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習付添看護師報償費の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動の校内研修講師謝礼の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習付添指導員報償費の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保健室用薬品他の購入の支出について
17,566

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館管理ソフト外購入の支出について
179,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 尿石防止剤購入の支出について
41,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
257,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スピードラダー　外購入の支出について
61,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
113,497

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防藻剤購入の支出について
27,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電話受話器　購入の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 地域体験学習に伴う木炭外購入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水溶性版画絵の具（黒）　外　購入の支出について
34,122

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液ほかの購入の支出について
34,566

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸のこ等取扱い作業従事者教育（１０／２０）の支出について
1,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋　他　の購入にかかる経費の支出について
106,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
102,514

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 研削といし取替業務特別教育受講料（１０／２１）の支出について
1,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤプレイヤー購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用マスター外１点　購入の支出について
67,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 再生更紙　外購入の支出について
137,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外の購入の支出について
24,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
24,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 放送設備改修工事の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 パソコンの修理の支出について
30,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修繕の支出について
252,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
15,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年秋の遠足にかかる参加児童交通費　１０／２１の支出について
25,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動にかかる参加児童交通費（１０／２１）の支出について
70,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 全学年　ふれあい遠足実施にかかる児童の交通費の支出について
137,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学交通費・見学料（１０／２１）の支出について
1,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費１０月２１日の支出について
14,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 演劇鑑賞会業務委託の支出について
250,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫駆除薬剤散布作業業務委託の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年社会見学交通費・見学料（１０／２１）の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年修学旅行付添職員入場料（１０／２２）の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 図書館管理ソフト外購入の支出について
116,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 校内テレビ放送地デジ変調器（調整含）購入の支出について
372,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「にじ・じいさん」外購入の支出について
32,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 研削砥石の取替等特別教育受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 丸のこ等取扱い作業従事者教育（１０／２０）の支出について
5,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 研削といし取替業務特別教育受講料（１０／２１）の支出について
12,812
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 研削といし講習にかかる受講料（１０／２１）の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 校内授業研修会にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 校内授業研修会にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 校内授業研修会にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽部指導にかかる講師謝礼の支出について
12,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽部指導にかかる講師謝礼の支出について
12,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 和太鼓演奏指導講師謝礼の支出について
56,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽部指導にかかる講師謝礼の支出について
11,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽部指導にかかる講師謝礼の支出について
12,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 剣道用道着購入の支出について
42,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
106,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ミラー球外１点の購入の支出について
82,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
205,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスドラムマレット外購入の支出について
31,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
54,918

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式テニスボール用空気入れ外購入の支出について
70,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「世界国勢図会」　外購入の支出について
8,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 グラウンドスピーカー　修繕工事の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 投光器修理の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫防除作業委託の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校内樹木剪定業務委託の支出について
475,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バレー支柱購入の支出について
136,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ベイビーメール」外　購入の支出について
334,039

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「夢違」外購入の支出について
356,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おしいれのぼうけん」外の購入の支出について
209,839

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別講習受講料の支出について
57,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接講習受講料の支出について
15,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削用といし取替え作業特別教育受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 海外交流プログラムに伴う講師謝礼金の支出について
13,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 映像デザイン科　９月分モデル謝礼の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（１０月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 海外交流プログラムに伴う講師謝礼金の支出について
13,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 「観光概論講座」実施に伴う講師報償金の支出について
89,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 海外交流プログラムに伴う講師謝礼金の支出について
13,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 美術科９月分モデル謝礼の支出について
144,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 濁度用比色管　他の購入の支出について
87,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 亜鉛引鋼板購入にかかる経費の支出について
7,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ他購入の支出について
362,523

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 フライングディスク他の購入の支出について
5,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
54,918

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 グランド用ラインパウダー購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
38,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 リチャージャブルバッテリー購入の支出について
13,770
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 電話機移設工事の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 天井扇修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 漏電箇所緊急点検の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験学習にかかる生徒入場料（１０／２１）の支出について
67,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験学習にかかる大型バス高速料（１０／２１）の支出について
25,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大型スクリーン購入の支出について
351,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 エンジェルビート他図書室用書籍購入経費の支出について
142,467

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 研削砥石の取替等の業務特別教育受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯洗剤　外　購入の支出について
32,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
7,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 行事実施にかかる物品運搬代（１０／２０）の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行付添職員入園料（１０／２０）の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
6,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイクロホン　外　購入の支出について
35,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ティーバッティングスタンドの購入の支出について
16,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 演奏記号ディスプレイボード　他購入の支出について
43,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 液晶テレビ及びブルーレイレコーダーの購入の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 給食室用脇取盆購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 機械科実験実習棟機械室室内工事の支出について
359,694

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 便所出水不良修理工事の支出について
15,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　外（集約物品）購入の支出について
5,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 Ｌアングル他　購入の支出について
36,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
5,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
18,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
9,201

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 避難リュックセット購入の支出について
255,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 印刷機用　マスター　外　購入の支出について
86,313

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　外（集約物品）購入の支出について
2,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター購入の支出について
158,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
7,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「発達障害の子どもの理解について」の講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 被爆体験講話の講師謝礼（１０／２２）の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育研修会にかかる講師謝礼金の支出について
21,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　外購入の支出について
90,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー大玉外購入の支出について
64,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジ外の購入の支出について
68,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式ブロア他購入の支出について
19,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 調理用デジタル秤外購入の支出について
15,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり外購入の支出について
85,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙コップ外購入の支出について
21,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム印他購入の支出について
40,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
280,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
99,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根外購入の支出について
14,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レターケース　購入の支出について
183,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 優勝旗・楯の購入の支出について
14,688
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰２０ｋｇ×３０袋購入の支出について
15,649

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パウチラミネーター他購入の支出について
29,311

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゼッケン外購入の支出について
14,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色ケント紙　外　購入の支出について
71,658

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタースタンド外６点の購入の支出について
94,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリルラッカースプレー　外購入の支出について
25,997

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ用トナーカートリッジ他購入の支出について
18,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リトマス試験紙外　購入の支出について
70,894

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸型水槽外購入の支出について
14,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 屋内・屋外用大型タイマー　外購入の支出について
61,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード　外　購入の支出について
348,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニス用刷毛　外購入の支出について
265,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 筆算練習シート購入の支出について
33,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタ購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教育用ブロック購入の支出について
379,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板　外　購入の支出について
87,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 超軽量紙粘土ほか　購入の支出について
82,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛇口パイプ購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋購入の支出について
20,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土　他購入の支出について
93,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 穴あき包丁購入の支出について
7,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チップソー　購入の支出について
7,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土外購入の支出について
66,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックトラック　購入の支出について
275,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上級算数習熟プリント他購入の支出について
18,599

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援の国語教材　外　購入の支出について
88,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッジトリマー外購入の支出について
47,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シナベニヤ　購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外購入の支出について
28,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外購入の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習用物品「習字半紙」他の購入の支出について
67,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画板　外　購入の支出について
75,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
617,503

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
149,666

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラ板　外　購入の支出について
64,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトドリルハードル　外購入の支出について
245,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根外購入の支出について
10,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトコーナーポイント他購入の支出について
92,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 磁石式形づくり色板他購入の支出について
97,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤　外購入の支出について
16,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
69,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土　他　購入の支出について
87,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キッズハンドボール外２点購入の支出について
45,738

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガラス製ロート外購入の支出について
113,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 工作ニス外　購入の支出について
172,434

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「小学道徳　みんななかよく」　外　購入の支出について
10,737

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス　他　購入の支出について
22,356
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ　他　購入の支出について
68,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 工作用色紙　外　購入の支出について
107,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テント用支柱他体育指導用物品の購入の支出について
158,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
231,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル　外購入の支出について
47,049

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石けん液　１８Ｌ外購入の支出について
98,001

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カバーテープ　他購入の支出について
53,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ねんど外の購入の支出について
58,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 採点ペン　外　購入の支出について
125,307

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
36,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラフルダンボール　外１１点購入の支出について
32,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布タワシ　外の購入の支出について
12,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管外購入の支出について
25,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴミ袋（シュレッダー用マチ付）外　購入の支出について
53,771

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フラットファイル　他　購入の支出について
17,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙４切　外の購入の支出について
28,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ニス　外購入の支出について
99,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボード外購入の支出について
39,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ターンバックル　外購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ（ガスヒーポン）修繕部品代の支出について
21,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤外購入の支出について
36,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙芝居ケース他購入の支出について
47,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ５本指手袋　外　購入の支出について
6,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
18,478

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軍手（児童用）購入の支出について
6,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根購入の支出について
21,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ろ紙　外購入の支出について
113,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 和太鼓バチ購入の支出について
18,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　外（集約物品）購入の支出について
135,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤　外購入の支出について
25,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 芳香ボール外購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サクラ殺虫剤購入の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土　外　購入の支出について
56,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量粘土購入の支出について
12,985

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 伝統文化体験にかかる和菓子購入（１０／２２）の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非識字体験教材購入の支出について
2,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他各学年指導用品購入の支出について
159,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「漢検５級　漢字学習ステップ」外の購入の支出について
121,478

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クラスターテープ　購入の支出について
7,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 金ざる　外購入の支出について
25,047

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレットＰＣ用ハードケース　外購入の支出について
45,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 目薬他購入の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタほか購入の支出について
57,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインテープ（屋内床貼用）外購入の支出について
232,354

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
66,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 人工芝・釘　購入の支出について
91,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腕時計　外購入の支出について
86,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 せっけん外購入の支出について
47,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 よしず購入の支出について
4,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラジオペンチ　外　購入の支出について
78,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ナイロンカッター外購入の支出について
27,961

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 陶芸体験に伴う粘土の購入（１０／２３）の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校用ヘッドホン購入の支出について
33,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布　他購入の支出について
31,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教材棚　購入の支出について
108,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
170,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テプラテープ　外　購入の支出について
86,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミひしゃく　外購入の支出について
13,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックカバーテープ　他　購入の支出について
98,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
46,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 入退場門ベース購入の支出について
65,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 目薬　外　購入の支出について
30,513

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土外購入の支出について
54,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ　他　購入の支出について
9,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耐熱ガラス鍋購入の支出について
27,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスファンヒーター購入の支出について
141,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 帽章用数字フェルト他購入の支出について
89,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料外購入の支出について
89,289

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　他購入の支出について
67,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 東京佃島小学校との交歓会記念誌印刷の支出について
286,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 普通教室　窓ガラス入替工事の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 硝子補修修理の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室ドアガラス入替補修の支出について
5,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場給水管破損による漏水補修工事の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 会議室及び体育館トイレ照明器具取替の支出について
37,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 光電式スポット型感知器補修工事の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室（３－１）ガラス入替工事の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ５－２教室窓ガラス取替補修の支出について
18,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動パンチ修理の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
71,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 分校　印刷機修理の支出について
28,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
109,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 エアコン修理の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 運動場スピーカー修理の支出について
76,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンプ修理の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 厨房内焼物機修理の支出について
69,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管機修理の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室トイレ換気扇　修理の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスチューナー外修理の支出について
66,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
23,155
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年校外学習にかかる参加児童分交通費及び体験料の支出について
32,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習に係る児童交通費・観覧料（１０／２２）の支出について
13,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年秋の遠足にかかる参加児童交通費　１０／２２の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機リサイクル回収料外の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童入館料及び交通費の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会体験学習にかかる児童交通費（１０／２２）の支出について
20,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機のリサイクル運搬料外の支出について
540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 電動裁断機刃研ぎ処理手数料の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機のリサイクル運搬料外の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 インフルエンザ予防接種に係る経費（１０／２２）の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機リサイクル回収料外の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 一般廃棄物処理業務委託（４月～９月分）の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査にかかる委託料の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 キャリア教育研修会にかかる業務委託の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 防虫駆除作業業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 テントレンタルの支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行に伴う付添職員入場料（１０／２２）の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習に係る児童交通費・観覧料（１０／２２）の支出について
14,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ２年校外学習にかかる参加児童分交通費及び体験料の支出について
63,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 １１月分左専道運動場使用料（１０／２１）の支出について
174,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習にかかる参加児童入館料及び交通費の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 屋内・屋外用大型タイマー　外購入の支出について
160,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 カラーレーザープリンター購入の支出について
58,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マグネットスクリーン　外購入の支出について
150,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 優勝旗・楯の購入の支出について
156,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 会議用テーブル購入の支出について
49,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ガスファンヒーター購入の支出について
56,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「日・中・韓平和絵本第２期」外購入の支出について
393,121

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「かがくる」他購入の支出について
277,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「学研ことばえじてん」外購入の支出について
283,894

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「かんじのえほん」外購入の支出について
365,951

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「わんぱくだんのひみつきち」外購入の支出について
374,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 「例解小学漢字辞典　第四版　ワイド版」他購入の支出について
364,819

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「森が海をつくる」外購入の支出について
278,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「はたらく犬たち」外購入の支出について
119,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　時計がわかる本外　購入の支出について
318,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「くもんことば絵じてん」　外購入の支出について
328,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「たかどのほうこのえほん」外購入の支出について
334,793

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業講習受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接　受講料の支出について
15,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤講習受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱い作業受講料　外の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 遅刻不登校対策委員会指導助言にかかる講師謝礼金の支出について
7,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「土曜スクール」実施にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「土曜スクール」実施にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「土曜スクール」実施にかかる講師謝礼の支出について
8,600



平成26年度（平成26年10月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「土曜スクール」実施にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「英語夜間講座」実施にかかる講師謝礼の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「英語夜間講座」実施にかかる講師謝礼の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「基礎からの学習法」講演事業にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「英語夜間講座」実施にかかる講師謝礼の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「土曜スクール」実施にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「漢検でる順問題集（準２級）」他の購入の支出について
254,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレブラシ　外　購入の支出について
85,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テープカートリッジ外購入の支出について
79,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 清掃用洗剤外購入の支出について
37,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
31,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤外購入の支出について
11,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グラウンド用　石灰　購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め用紙外購入の支出について
31,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 助走路購入の支出について
248,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　他　購入の支出について
36,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙４ツ切外の購入の支出について
56,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
151,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ナイロンたわし　他　購入の支出について
66,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 輪ゴム外購入の支出について
41,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他購入の支出について
38,786

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トレーシングペーパー外購入の支出について
20,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　ほか　購入の支出について
45,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷シップ外購入の支出について
31,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 包丁・まな板スタンド外購入の支出について
10,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙他購入の支出について
73,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 糸鋸替刃　外　購入の支出について
50,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪日日新聞購読料（４～９月）の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校入学案内一覧（２０１５年近畿版）外購入の支出について
20,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塩酸ほか　購入にかかる支出について
28,922

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 試験管外購入の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 音声多重パート練習用ＣＤ　購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 救急処置用目薬外購入の支出について
8,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日新聞他購読料（７～９月）の支出について
15,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
6,242

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　外（集約物品）購入の支出について
98,571

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 記録紙他購入の支出について
39,927

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グリーンロード装飾にかかるカラーセロハンの購入の支出について
561

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯　外　購入の支出について
9,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 音楽史年表　外購入の支出について
137,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館用ソフト外購入の支出について
183,506

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 美術資料集　外購入の支出について
22,451

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチックなべ小ねじセットの支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビートルネット外購入の支出について
23,457

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スタータモータ　外　購入の支出について
50,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
96,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞外１点購読料（４～９月）の支出について
26,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球用ヘルメット　外　購入の支出について
20,520
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 豆球　外　購入の支出について
15,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ｐＨ試験紙外購入の支出について
14,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「高校入学案内一覧」購入の支出について
4,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙外購入の支出について
45,661

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙Ｂ４外購入の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車購入の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン　購入の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 糸通し外の購入の支出について
48,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス外購入の支出について
65,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン石灰ほか購入の支出について
67,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コードレス電話機購入の支出について
8,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タッチペン外購入の支出について
46,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子黒板機能付プロジェクター他の購入の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 刈込鋏外７点購入の支出について
39,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットフック　外　購入の支出について
45,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットカートリッジ外購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サビ止め塗料外購入の支出について
29,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
435,431

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール　外購入の支出について
165,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 粉ふるい器外購入の支出について
16,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋外　購入の支出について
6,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ版　外　購入の支出について
48,122

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラジオペンチ　外の購入の支出について
32,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マルチカード　他　購入の支出について
13,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 格技室　水銀灯安定器取替補修工事の支出について
69,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３－２教室外側（道路側）ガラス入替の支出について
13,089

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 蛍光灯器具の取替工事の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
11,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３階テラスフェンス格子パイプ外補修工事の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 武道場網入りガラス（２枚）割替え工事の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館の電灯配線漏電補修の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折り機修理の支出について
24,138

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バリトンサックス修理の支出について
2,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
79,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピッコロ修理の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 空調機修理の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器（クラリネット、他）修理の支出について
65,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート修理の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 パワーアンプ修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＧＨＰ修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 物品運搬（運動用具・楽器）の支出について
66,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 インフルエンザ予防接種に係る経費（１０／２２）の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「学校寄席」公演業務委託の支出について
334,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板機能付プロジェクター他の購入の支出について
268,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書／現代標準国語辞典　他　購入の支出について
207,003
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削用といし取替作業特別教育受講料の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育アーク溶接受講料の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
14,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
37,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 　アクリル板　透明　他の購入の支出について
247,579

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪日日新聞購読料（４～９月分）の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 毎日新聞購読料（４～９月分）の支出について
24,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日新聞購読料（４月～９月分）の支出について
24,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日新聞外購読料（４～９月分）の支出について
63,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料（４月～９月分）外の支出について
42,547

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　外（集約物品）購入の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＳ４００鋼板購入の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 産経新聞外購読料（４～９月分）の支出について
37,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
62,251

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞外購読料（４～９月分）の支出について
46,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 フェイスマスク　他の購入の支出について
42,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪日日新聞購読料（４月～９月分）の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジの購入の支出について
24,559

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 消防用設備（誘導灯、誘導標識）補修の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
5,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 帯鋸盤の修理の支出について
173,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 テニスラケットのガット張替修理の支出について
11,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 オーディオ変換ケーブル外購入の支出について
38,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　外（集約物品）購入の支出について
1,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 サテン外購入の支出について
49,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ他の購入の支出について
81,857

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 白布粘着テープ　他　購入の支出について
183,311

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
15,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
11,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
96,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
87,987

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 輪ゴム　外　購入の支出について
141,777

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 小学部１年　天井換気扇　点検補修の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
12,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子ピアノ　購入の支出について
127,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 台車　購入の支出について
36,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 音楽指導用大出力ＣＤラジカセ購入の支出について
192,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子キーボード他４点購入の支出について
119,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 充電式マルノコ　外　購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スープ取りざる購入の支出について
21,373

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 リアカー　購入の支出について
36,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ティンパニマレット　購入の支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 かぞえ棒外　購入の支出について
45,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタ購入の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 体育館フロアシート　購入の支出について
54,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電波掛け時計　外　購入の支出について
26,400
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ピンボード外の購入の支出について
39,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 両面ホワイトボード　購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バドミントンラケット他の購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ購入の支出について
26,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 噴霧器　購入の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 冬芝の種　他購入の支出について
66,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボール購入の支出について
53,997

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 用紙整理ケース外購入の支出について
33,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子てんびん　購入の支出について
20,077

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 軽量カラーマット　購入の支出について
93,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書館書架耐震補強工事の支出について
59,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ポンプ室消火配管補修工事の支出について
81,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎３階手洗排水漏水補修の支出について
136,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場西側フェンス門補修工事の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガスヒーポン補修工事の支出について
50,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自動火災報知及び非常放送設備補修工事の支出について
993,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室窓ガラス補修工事の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋外スピーカー取替え補修の支出について
38,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書室ＧＨＰ補修工事の支出について
155,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場スピーカー配線他補修工事の支出について
173,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 事務室電気設備改修工事の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調室外機補修工事の支出について
132,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎　壁掛け時計撤去工事の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ボタン電話設備補修工事の支出について
324,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 カウンセリングルーム空調機補修工事の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給水管破裂漏水緊急補修工事の支出について
285,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修工事の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 排水管補修工事の支出について
55,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内誘導灯器具外　取替工事の支出について
273,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂横通路漏水補修工事の支出について
277,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール更衣室網入りガラス外入替の支出について
51,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 インターホン補修工事の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 低圧電灯電気メーター移設工事の支出について
85,419

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 給食室及び体育倉庫の電源・照明取付工事の支出について
182,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 チャイム機器のＬＡＮ配線等追加補修工事の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ティンパニ外購入の支出について
306,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 助走路　購入の支出について
95,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 アウトドアタイマーの購入の支出について
155,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 用紙整理ケース外購入の支出について
41,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電動高圧洗浄機購入の支出について
43,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 細断機（シュレッダー）購入の支出について
182,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電子キーボード他４点購入の支出について
65,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 湯沸かし器　購入の支出について
43,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ミラーテープ他購入の支出について
9,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
31,482

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 花の土外２件購入の支出について
23,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
33,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
4,698
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
183,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 授業研修会にかかる講師謝礼金の支出について
36,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科授業研究講師謝礼金の支出について
85,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会読み聞かせにかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会読み聞かせにかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会読み聞かせにかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会読み聞かせにかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会読み聞かせにかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 家庭科授業研究講師謝礼金の支出について
71,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会読み聞かせにかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会読み聞かせにかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会読み聞かせにかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会読み聞かせにかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会読み聞かせにかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会読み聞かせにかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会読み聞かせにかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パイプ椅子　外（集約物品）購入の支出について
68,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軸ぶれ防止磁石付コンパス他購入の支出について
85,906

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボール整理かご　購入の支出について
72,171

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 一輪車ラック（１０台用）購入の支出について
24,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 回転モップ外購入の支出について
52,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 照明器具購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　他　購入の支出について
33,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 包丁他の購入の支出について
117,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
115,814

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タグベルト購入の支出について
22,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ他球根、種類購入の支出について
26,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジ　他購入の支出について
231,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 輪ゴム他の購入の支出について
37,134

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土外購入の支出について
2,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤプレーヤー購入の支出について
15,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 刈払機取扱安全衛生教育受講料（１０／２３）の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タオル　外購入の支出について
25,974

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアケース外購入の支出について
258,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウオーキングメジャー　外購入の支出について
40,079

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
571,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
191,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 再生トナーカートリッジ購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク　購入の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
638,226

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ナイロンたわし　外購入の支出について
48,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
864,681

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シリコンスプーン外の購入の支出について
20,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水彩紙　他　購入の支出について
98,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 問題集「漢検漢字学習ステップ」外　購入の支出について
27,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ２穴パンチ外購入の支出について
93,663

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙折機　外（集約物品）購入の支出について
23,760
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
86,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サーモスティック　外購入の支出について
84,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
304,461

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
41,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「漢検実力完成ドリルステージ」他購入の支出について
20,658

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両面テープ外購入の支出について
80,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 温度管理用示温ラベル　外　購入の支出について
61,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パウチ加工機　購入の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修工事の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 防水型コンセント設置工事の支出について
9,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食調理室ボイラーの修理の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ラジカセの修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスケットボード取替修理の支出について
177,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学（１０／２３）にかかる交通費の支出について
10,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 １年秋の遠足にかかる参加児童交通費　１０／２３の支出について
20,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 幼小連携交流に伴う材料の運搬費（１０／２３）の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
17,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電リサイクル収集運搬料外の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる交通費　他の支出について
14,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費（１０・２３）の支出について
29,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 家電リサイクル収集運搬料外の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託の支出について
326,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 演劇鑑賞業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「漫才の星になるんや」公演業務委託の支出について
302,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる交通費　他の支出について
17,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行付添教職員入園料（甲賀の里忍術村）の支出について
4,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
85,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ　購入の支出について
388,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン購入の支出について
107,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 紙折機　外（集約物品）購入の支出について
280,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
85,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレット型端末　他　購入の支出について
336,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ　購入の支出について
282,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書空と天気のふしぎ１００他購入の支出について
156,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おばけ・妖怪がでてくる絵本」外の支出について
374,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書の購入の支出について
336,107

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用児童図書「にじ・じいさん」他購入の支出について
32,293

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 研削砥石講習会費の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機作業従事者講習にかかる受講料（１０／２３の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育（伐木チェーンソー外）受講料の支出について
34,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱安全衛生教育受講料（１０／２３）の支出について
10,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸の土外購入の支出について
5,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 工場扇の購入の支出について
17,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤他購入の支出について
65,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴミばさみ　外　購入の支出について
52,887

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 二輪車運搬車購入の支出について
31,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 文化祭（お茶会）に係る抹茶購入（１０月２２日）の支出について
8,640
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「全国高校入試問題正解　国語」　外購入の支出について
16,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外購入の支出について
39,405

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪府公立高校入試問題集外購入の支出について
23,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ詰替え用　外　購入の支出について
17,081

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
171,817

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
424,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
60,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
213,786

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手型寒天培地購入の支出について
8,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 耐水ペーパー外購入の支出について
113,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＩＣレコーダー　外　購入の支出について
9,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
44,343

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
112,509

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
189,691

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール用シャワー弁不良漏水取替修理の支出について
40,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス破損入替修繕の支出について
4,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館　音響設備配線修理　工事の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 被服室フロアーコンセントの修理の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 音楽室空調の修理の支出について
50,133

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 インターホン修理の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ラジカセ外修理の支出について
38,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折機修理の支出について
20,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる生徒交通費（１０／２３）の支出について
100,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
85,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
85,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
133,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 紙折機　外（集約物品）購入の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「よだかの片想い」外購入の支出について
282,498

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 管理作業員特別教育講習受講料の支出について
42,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ用室外機修理用部品購入の支出について
8,931

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ガラス用ルーター他の購入の支出について
22,446

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 耐火レンガ外購入の支出について
34,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 大コンパス外の購入の支出について
23,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
138,218

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
78,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 イギリス国旗購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ８Ｔピニオンセット外購入の支出について
48,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 出席簿用紙外　印刷の支出について
54,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 チラシ、ポスター印刷の支出について
60,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 丁合機修理の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント購入の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコン購入の支出について
140,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「破門」外の購入の支出について
76,945

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
4,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 色模造紙他購入の支出について
120,604
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　他　購入の支出について
70,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ糸ラーグ　外購入の支出について
54,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室　換気扇修理工事の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動車椅子修理の支出について
15,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 プール循環配管吹出し系統漏水調査業務委託の支出について
270,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 紙折機　外（集約物品）購入の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 滑り止めシートの購入の支出について
49,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 扇風機購入の支出について
9,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 大玉　購入の支出について
33,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パネルスクリーン外購入の支出について
53,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 軽量画板　ほか　購入の支出について
78,278

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パイプ椅子　外（集約物品）購入の支出について
215,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
380,358

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
403,637

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室厨房用空調機洗浄作業の支出について
138,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書室・音楽室壁面及び梁クロス張替工事の支出について
248,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自動火災報知設備補修工事の支出について
73,859

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 舞台設備駆動装置修理工事の支出について
293,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 誘導灯及び照明器具取替工事の支出について
209,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラスの入替工事の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
555,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
120,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
164,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 簡易テントの購入の支出について
118,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 発表ボード　外（集約物品）購入の支出について
9,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
11,107

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
9,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ポリエチレン製不織布　外　購入の支出について
28,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 花と野菜の土　外の購入の支出について
24,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 両引き網戸設置工事の支出について
220,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 校内研修会に係る講師謝礼の支出について
25,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タンバリン購入の支出について
93,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
4,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 タブレット購入の支出について
115,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 電子黒板機能付専用台外１点の購入の支出について
379,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 点字プリンターの購入の支出について
336,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 特別支援教育講座参加費（１０／２４）の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 全国小学校国語教育研究大会　奈良大会参加費の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 全日本教育工学研究協議会全国大会会費１０／２４の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 落語会にかかる講師謝礼の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 マーチング指導の講師謝礼金の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 教職員の人権教育研修の講師謝礼の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 マーチング指導の講師謝礼金の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸型スープ取りざるの購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食育紙芝居購入の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
263,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たわし　他購入の支出について
15,012
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ロール模造紙　外　購入の支出について
95,463

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 発表ボード　外（集約物品）購入の支出について
222,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 発表ボード　外（集約物品）購入の支出について
55,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　他　購入の支出について
105,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校図書館用ソフト外購入の支出について
130,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モップハンガー購入の支出について
157,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 いろはカルタ他１１点購入の支出について
90,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子　フォニックスチャンツ外４７点購入の支出について
79,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
82,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
31,563

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子黒板機能内蔵プロジェクター　外　購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外　購入の支出について
81,313

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアスタンド外購入の支出について
39,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
22,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業にかかる培養土の購入（１０／２４）の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯バサミ外購入の支出について
114,933

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポイト用乳豆　外　購入の支出について
40,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 長胴太鼓外の購入の支出について
245,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外の購入の支出について
53,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画ベニヤ　購入の支出について
29,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス金タワシ他購入の支出について
23,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フラワーアレンジメント購入の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヒヤシンスの球根　外　購入の支出について
46,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指サック外購入の支出について
20,381

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食白衣セット　外（集約物品）購入の支出について
263,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色ケント紙　他購入の支出について
165,534

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＭＤＦボード外の購入の支出について
68,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 化成肥料　他　購入の支出について
18,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
145,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
95,029

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根・種・苗購入の支出について
36,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ用原稿用紙　外（集約物品）購入の支出について
37,455

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色ケント紙購入の支出について
29,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板　外購入の支出について
89,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板　他　購入の支出について
67,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画ベニヤ外購入の支出について
41,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムユニット他購入の支出について
143,058

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリップ名札外購入の支出について
68,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
97,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙外購入の支出について
42,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
48,047

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絵画作品展示用カバー他１１点購入の支出について
152,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根外購入の支出について
34,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根購入の支出について
12,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スケジュールボード他購入の支出について
109,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　外購入の支出について
66,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
179,260
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他購入の支出について
83,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉢植購入（１０／２４）費の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
70,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ外購入の支出について
9,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 目薬　外購入の支出について
22,742

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
111,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
63,491

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　購入の支出について
19,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ティーボールセット　外購入の支出について
161,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入れ替えの支出について
4,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 換気扇設備補修工事の支出について
106,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 正門オートロック扉ヒンジ取替補修工事の支出について
69,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラスの入替工事の支出について
6,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室引き戸修繕の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北門付近破損マンホール補修工事の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室冷蔵庫修理の支出について
47,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 特別支援教室　照明器具修理の支出について
19,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　ガス回転釜修理の支出について
20,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 金庫修理の支出について
49,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室消毒保管庫修理の支出について
44,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
17,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室網戸補修工事の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　消毒保管庫修理の支出について
35,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
123,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＧＨＰ室内機分解高圧洗浄修理の支出について
17,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器消毒保管庫修理の支出について
99,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室食器洗浄機修理の支出について
69,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
12,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 断裁機修理の支出について
41,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 三槽シンク修理の支出について
58,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫の修理の支出について
28,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン修理　外の支出について
33,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 照明器具取替修理の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
36,439

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外スピーカー修理の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年校外学習にかかる参加児童分交通費及び観覧料の支出について
22,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学参加児童交通費（１０／２４）の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１０／２４）の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年体験活動にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
25,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 秋の遠足にかかる参加児童交通費（１０／２４）の支出について
19,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学の児童交通費・プラネタリウム観覧料の支出について
5,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 全校遠足にかかる参加児童交通費・入場料の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 １年体験活動にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
17,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 電動裁断機の刃研ぎ手数料の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校内樹木　薬剤散布　業務委託の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「アラジンと魔法のランプ」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞「台所コンチェルト」公演業務委託の支出について
261,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木薬剤散布業務委託の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校内樹木害虫駆除薬剤散布の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年校外学習にかかる参加児童分交通費及び観覧料の支出について
27,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 １年体験活動にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
41,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ２年体験活動にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
53,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外活動にかかる付添職員施設使用料の支出について
1,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 全校遠足にかかる参加児童交通費・入場料の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年社会見学の児童交通費・プラネタリウム観覧料の支出について
13,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 体重計１台購入の支出について
52,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 レーザープリンタ外購入の支出について
92,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン購入の支出について
99,997

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板機能内蔵プロジェクター　外　購入の支出について
267,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「Ｑ＆Ａ式しらべる野球」外　購入の支出について
342,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「気持ちの本」他購入の支出について
248,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　購入の支出について
9,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用児童書「こくごだいすき」他の購入の支出について
396,814

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤作業従事者安全教育受講料の支出について
8,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育講習受講料の支出について
34,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「土曜スクール」実施にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「土曜スクール」実施にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「土曜スクール」実施にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　外購入の支出について
70,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホースリール　外　の購入にかかる支出について
55,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフト教材　外　購入の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レターケース　外購入の支出について
24,523

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 両刃鋸他購入の支出について
134,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 滅菌パウチ購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ダブルクリップ　他　購入の支出について
16,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 遮光カーテン外　購入の支出について
137,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 布地　外　購入の支出について
41,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パーテーションの購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 殺虫剤外購入の支出について
72,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
122,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＶＧＡ変換アダプタほか購入の支出について
51,537

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ用原稿用紙　外（集約物品）購入の支出について
40,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消石灰外購入の支出について
33,302

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テープ外購入の支出について
26,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マス目模造紙外購入の支出について
78,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 だるま落とし実験機外購入の支出について
22,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 発表ボード　外（集約物品）購入の支出について
14,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カットポンポン（８６個）購入の支出について
31,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
421,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 給食白衣セット　外（集約物品）購入の支出について
17,029

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
240,645

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ用原稿用紙　外（集約物品）購入の支出について
1,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 管理作業員室照明器具取替補修工事の支出について
19,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 視覚障害者誘導用ビニル床タイル補修の支出について
49,464
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内破損ガラス　入替工事（緊急）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館２階廊下ガラス入替補修工事の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 金庫修理の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ウォータークーラー修理の支出について
24,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 高圧ガス設備点検調整にかかる手数料の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 印刷機引取廃棄料の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査　業務委託の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「落語・狂言鑑賞会」公演業務委託の支出について
448,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 狂言・落語鑑賞会公演業務委託の支出について
420,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 薬剤散布業務委託の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 合唱コンクールにかかる会場使用料（１０／２４）の支出について
72,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＶＧＡ変換アダプタほか購入の支出について
144,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 丸のこ等取扱作業従事者教育受講料の支出について
17,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 土曜学習室実施に伴う講師報償金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 土曜学習室実施に伴う講師報償金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（１０月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 土曜学習室実施に伴う講師報償金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 土曜学習室実施に伴う講師報償金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
55,533

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
67,878

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 特別教育講習会テキスト代他の支出について
2,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定受験に伴う受験料の支出について
70,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 グランド使用料（１０月２４日）の支出について
71,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育講習会テキスト代他の支出について
13,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
6,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 小６社会体験学習にかかる児童交通費１０／２４の支出について
6,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中学部修学旅行実施にかかる職員入場料１０／２４の支出について
34,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小６　修学旅行実施にかかる職員入場料１０／２４の支出について
44,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中学部２年秋の遠足付添職員入場料１０／２４の支出について
7,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー講習受講料　外の支出について
34,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボール用支柱カバー購入の支出について
18,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ヘッドホン　購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 消毒盤　購入の支出について
3,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電源装置　購入の支出について
100,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 発表ボード　外（集約物品）購入の支出について
376,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ドッジボール　外購入の支出について
47,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 給食白衣セット　外（集約物品）購入の支出について
71,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 芝種子　購入の支出について
128,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク　購入の支出について
105,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 砂場用カバーの購入の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ドッジボール購入の支出について
50,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 充電式噴霧器購入の支出について
14,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 力学台車外購入の支出について
67,581

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４階調理室シンク配水管及びトラップ漏水修理の支出について
42,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ゴミ置場シャッター補修工事の支出について
145,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４階身障者トイレ漏水修理工事の支出について
35,856
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館　シャッター上部天井補修の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４階音楽室前廊下雨漏り補修工事の支出について
259,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オルガン購入の支出について
155,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 校長経営戦略予算（異文化交流）にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
126,943

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ジャンプ遊具カバー購入の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
41,731

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
13,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　ほか（集約物品）購入の支出について
69,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
4,471

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 園芸用の土の購入の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 販売実習教授用書籍の購入経費の支出について
20,049

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
4,471

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 背筋力計外購入の支出について
32,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ラベルライター購入の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
9,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 桂聖先生に学ぶ国語授業作り講座資料代１０／２５の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクタの購入の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター購入の支出について
258,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 背筋力計外購入の支出について
112,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 和太鼓演奏指導にかかる講師謝礼（９月分）の支出について
144,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 音楽授業研究講師謝礼金の支出について
59,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語教育講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポータブル書画カメラの購入の支出について
171,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量ねんど外の購入の支出について
99,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根　外　購入の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり　購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポータブル書画カメラの購入の支出について
171,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　他購入の支出について
170,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量紙粘土外３点　購入の支出について
79,153

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たわし外購入の支出について
39,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
75,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 発表ボード５枚組の購入の支出について
145,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 日本文化・茶道体験学習和菓子購入（１０／２７）の支出について
18,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画ベニヤ板　外購入の支出について
67,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
200,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌ヒューマンライツ購読料（４～９月分）の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆外購入の支出について
89,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 付箋　外　購入の支出について
9,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
7,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ定着ユニット　購入の支出について
64,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用紙　外購入の支出について
96,626

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤　外　購入の支出について
4,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 まな板外　購入の支出について
43,923

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜　ふこうよ！けんばんハーモニカ　外　購入の支出について
38,826

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版木外購入の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブロックパズル　外１点の購入の支出について
27,255

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸外購入の支出について
21,740
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｉ－ｆｉルーター購入の支出について
27,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
98,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 有料アプリ購入用カード購入（１０／２４）の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土外購入の支出について
91,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 戸車購入の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＷＩＳＣ－Ⅳ知能検査　記録用紙セット外購入の支出について
51,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 日本語検定用教材の支出について
107,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料（４～９月）の支出について
24,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直接感熱紙の購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たわし外購入の支出について
51,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
234,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス　購入の支出について
104,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使いきり手袋外購入の支出について
89,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カセットコンロ用ボンベ　外　購入の支出について
39,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 営繕作業用建築資材購入の支出について
114,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リトマス試験紙　外購入の支出について
234,489

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外の購入の支出について
351,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙雷管外の購入の支出について
88,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 日本語指導用書籍「にほんごをまなぼう」他購入の支出について
4,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食品用ラップフィルム外購入の支出について
50,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラビットフード　外の購入の支出について
24,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 薬包紙外購入の支出について
36,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 板段ボール外購入の支出について
46,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 和紙他購入の支出について
97,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆削り　外購入の支出について
80,626

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
839,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パソコンプリンター他購入の支出について
23,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援の算数教材　他　購入の支出について
69,886

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 伸縮ネット包帯外６点　購入の支出について
45,619

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール他購入の支出について
39,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語辞典（仕様書）購入の支出について
322,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタインク外購入の支出について
124,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
117,897

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 器楽合奏アルバム他楽譜の購入の支出について
16,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 筋入封筒外購入の支出について
53,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンター用インク外購入の支出について
44,301

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍋外５点　購入の支出について
52,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クラス表示プレート外購入の支出について
46,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土外購入の支出について
94,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　ほか（集約物品）購入の支出について
788,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
368,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 極低刺激性テープ外　購入の支出について
11,161

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 豆球　外購入の支出について
28,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土　外　購入の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤＨＣメモリーカード購入の支出について
12,247
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
105,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フラワースタンド　外購入の支出について
95,653

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ　外購入の支出について
45,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 吊り下げ名札外　購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キャンバスケント紙外購入の支出について
67,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け時計外購入の支出について
72,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
337,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 炭酸水外購入の支出について
33,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボードマーカー　外　購入の支出について
130,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 写真用紙　他　購入の支出について
196,991

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 段ボール箱　外購入の支出について
195,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫「アナと雪の女王」外　購入の支出について
172,522

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
259,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 運動会プログラム印刷の支出について
13,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ６年教室　窓ガラス　補修の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室照明器具修理工事の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室ガラス入れ替え工事の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３年学習室窓ガラス入替工事の支出について
5,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 昇降式照明故障に伴う補修工事の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
25,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室消毒保管庫修理の支出について
44,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 丁合機修理の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ポータブルアンプ　修理の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー１台修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 パソコンのフューザーユニット交換修理の支出について
29,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜修理の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動パンチ修理の支出について
12,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 糸のこ盤修理の支出について
12,009

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機　修理の支出について
51,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫　修理の支出について
63,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＣＤラジカセ修理の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 熱感知器　外　修理の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 作業台修理の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室ガス釜ガス栓補修の支出について
5,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 シュレッダ修理の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年大阪体験学習にかかる参加児童交通費の支出について
9,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
12,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫外リサイクル料金外の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１０／２７）の支出について
5,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫引取運搬費他の支出について
540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫外リサイクル料金外の支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫引取運搬費他の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　損害保険料 土曜授業にかかる教育活動支援員保険料１０／２５の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 和太鼓「倭」学校公演　業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 害虫駆除の業務委託費用の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査業務委託の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過保守点検業務委託の支出について
43,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行に伴う付添教員入場料（１０／２８）の支出について
420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年分　円明水利組合水路使用料の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコン購入の支出について
110,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 トランペット　購入の支出について
399,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
378,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「現代語で読む名作シリーズ」他購入の支出について
367,974

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「にじ・じいさん」他　購入の支出について
32,985

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「いろはにほへと」外　購入の支出について
185,953

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書『虫たちのふしぎ』外購入の支出について
333,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育講習会受講料（１１月１１日～１３日）の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育講習会受講料（１２月９日～１１日）の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機運転業務講習会受講料の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 研削砥石特別教育にかかる講習料（１０／２５）の支出について
8,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤他取扱い特別教育受講料の支出について
39,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー講習受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接他特別教育受講料の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削用といし取扱い特別教育受講料の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
78,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液他３点購入の支出について
10,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ・ＤＶＤケース外購入の支出について
39,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ　外購入の支出について
106,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 版画ボード　外　購入の支出について
27,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 野菜の苗　白菜　他　購入の支出について
10,119

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 両面テープ　ほか　購入の支出について
20,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ひな段購入の支出について
151,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 黒模造紙外購入の支出について
52,539

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用用紙外購入の支出について
86,119

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 地理学習用白地図シート　購入の支出について
14,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
100,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボールゴールリングネット　外購入の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石けん外の購入の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーキ　他　購入の支出について
53,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシール外購入の支出について
16,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 のこぎり　他　購入の支出について
52,137

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ナット　Ｍ８他　購入の支出について
3,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー購入の支出について
23,263

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＥＤ電球購入の支出について
27,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワンタッチフラワーリボン外購入の支出について
45,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 泡ハンドソープ詰替他購入の支出について
6,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ　購入の支出について
145,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カードケース外購入の支出について
57,581

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
303,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　ほか（集約物品）購入の支出について
255,722

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガラス　購入の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙やすり　外　購入の支出について
31,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 毎日新聞購読料（４～９月分）の支出について
24,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
75,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
7,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル絵具　購入の支出について
11,883

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日新聞購読料（４月～９月分）の支出について
24,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ『コーラス　オンタ　１１』　他　購入の支出について
38,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 吹奏楽譜「メリッサ」外購入の支出について
23,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 方眼模造紙他購入の支出について
52,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ジョイントマットの購入の支出について
12,355

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグシート方眼黒板外の購入の支出について
45,534

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コードレススチームアイロン購入の支出について
16,038

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
248,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 朱肉　外　購入の支出について
63,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジワイパー外購入の支出について
6,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色模造紙他購入の支出について
77,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
40,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
115,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
210,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
301,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 北棟１階　ガラス入替工事の支出について
17,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂中幕レール脱落補修工事の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 多目的室鍵取付工事の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 和室　ガラス入替工事の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスアンプ　の修理の支出について
23,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 小便器及び手洗場自動水洗装置修理の支出について
31,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス湯沸器修理の支出について
6,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ティンパニ修理の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 コードレス電話機取付手数料の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度車いす用階段昇降機保守点検業務委託の支出について
153,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 害虫駆除にかかる経費の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞会企画運営業務委託の支出について
400,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「太鼓演奏」業務委託の支出について
80,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 会所清掃　業務委託の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞公演業務委託の支出について
500,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 トランペット　外（仕様書）購入の支出について
959,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 防球ネット購入の支出について
178,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「本をもっと楽しむ本」外購入の支出について
360,891

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ハイキュー」外　購入の支出について
356,419

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「常用字解」外購入の支出について
225,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「虚ろな十字架」外　購入の支出について
342,058

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤・振動工具取扱講習受講料の支出について
24,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育等の講習受講の支出について
24,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別教育講習受講料の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー特別教育受講料の支出について
29,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育講座受講にかかる受講料の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスターの購入の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドソープ　外の購入の支出について
36,003
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
126,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルプリンタ用テープ他購入にかかる経費の支出について
37,659

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
173,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
170,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ用トナー他購入にかかる経費の支出について
11,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ブルーレイディスク他購入の支出について
16,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
11,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルトナー購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
76,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館用図書「図書室のキリギリス」外購入の支出について
763

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 耐水ペーパー外の購入経費の支出について
5,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 放電式記録タイマー用記録紙他の購入の支出について
13,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
39,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 リングスリーブ他購入の支出について
48,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　ほか（集約物品）購入の支出について
161,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
50,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日新聞外購読料４～９月分の支出について
55,597

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 作法室空調機修理の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内放送及びチャイム作動不良改修工事経費の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館ガラス入替作業請負経費の支出について
20,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 シュレッダー修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 管理作業員室エアコン修理の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪サイエンスデイ生徒交通費（１０／２５）実施の支出について
40,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪サイエンスデイ生徒交通費（１０／２５）実施の支出について
11,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノの調律作業請負経費の支出について
9,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託７月～９月分の支出について
138,879

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫駆除薬剤散布の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（集約物品）購入の支出について
286,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 分光光度計購入にかかる経費の支出について
280,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 製氷機の購入の支出について
158,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「図書室のキリギリス」外購入の支出について
153,937

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　ほか（集約物品）購入の支出について
57,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
11,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 草刈機用バッテリー　外購入の支出について
33,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
26,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
52,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 カラフルかみねんど外購入の支出について
201,218

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
105,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別教育受講料外の支出について
33,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 川砂　購入の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 光学用水槽購入の支出について
37,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 連結展示板　購入の支出について
40,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 黒板取付けスクリーンの購入の支出について
27,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ホーキ外の購入の支出について
23,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西門補修工事の支出について
97,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館ミーティングルームすり窓ガラス入替の支出について
9,720
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 　自動火災報知及び非常放送設備補修工事の支出について
440,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防水コンセント増設工事の支出について
87,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具交換補修外の支出について
91,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ネット補修工事の支出について
104,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎裏埋設排水管補修工事の支出について
494,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎自転車置場出入口の戸の取替え工事の支出について
177,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 コンセント増設工事の支出について
128,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 昇降テーブル（仕様書）購入の支出について
232,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 空気清浄機　購入の支出について
59,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 パーソナルコンピュータ購入にかかる経費の支出について
352,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（集約物品）購入の支出について
858,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 バレーボール支柱　購入の支出について
83,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 電気使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,788,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 園外保育にかかる付添職員入館料（１０／２７）の支出について
2,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動における講師謝礼の支出について
80,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動における講師謝礼の支出について
64,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 特別支援教育研修会にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式芝生バリカン　購入の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸型１Ｌます外購入の支出について
74,427

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ交換用パッド　購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ニス外購入の支出について
38,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根　ヒヤシンス他購入の支出について
10,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 韓国民族衣装ハンサン購入の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根外購入の支出について
13,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
55,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タオル　外　購入の支出について
23,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 地域ふれあい活動に係る材料（１０／２８）購入の支出について
14,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 竹馬　１８００ｍｍ外購入の支出について
36,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 琴糸購入の支出について
50,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク　購入の支出について
30,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ黒外　購入の支出について
15,206

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク　他購入の支出について
28,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーリボン　外の購入の支出について
99,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックトラック購入の支出について
108,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルプリンター外４点購入の支出について
49,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用図書「かたかなパズルゲーム」外購入の支出について
60,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 地域体験学習　講師記念品購入（１０／２７）の支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 和紙外購入の支出について
41,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塩化ベンザルコニウム　外　購入の支出について
80,838

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アウトドアタイマー用防水カバー外購入の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トロフィーペナント　外購入の支出について
135,694

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤　他　購入の支出について
99,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バッテリ　外　購入の支出について
50,922

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画版外購入の支出について
73,749

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙皿　外　購入（１０／２７）の支出について
10,838
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
79,901,902

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 硝子入替工事の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室外部排水管詰まり補修の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室前手洗場排水管つまりその他修繕工事の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 フロアーヒンジ取替工事の支出について
114,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 放送用電源ブレーカー取替補修の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場スピーカー取替補修工事の支出について
130,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 電気錠開錠ボタン配線補修工事の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 大便器漏水補修工事の支出について
16,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替補修工事の支出について
27,021

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 運動場ワイヤレス装置修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機の修理の支出について
15,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 スライサー修繕の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 小便器自動センサー修理の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 衣類乾燥機修理の支出について
16,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 冷蔵庫修理の支出について
30,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理の支出について
202,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動ステープラーの修理の支出について
9,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 秋の遠足にかかる参加児童交通費（１０／２８）の支出について
17,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 全学年交流会にかかる参加児童交通費１０／２８の支出について
95,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 全校遠足（鶴見緑地公園）にかかる児童交通費の支出について
73,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費（１０／２８）の支出について
24,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪社会見学（１０／２８）の参加児童交通費の支出について
12,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童観覧料及び交通費の支出について
8,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる児童分交通費（１０／２８）の支出について
5,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学参加児童交通費（３年生）１０月２８日の支出について
18,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 薬剤散布業務委託の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる児童観覧料及び交通費の支出について
14,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習に伴う付添職員入館料（１０／２８）の支出について
720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスチューナー購入の支出について
120,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アウトドアタイマー用防水カバー外購入の支出について
156,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 竹馬　１８００ｍｍ外購入の支出について
127,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポーツタイマー購入の支出について
81,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　「かちかち山」　外　購入の支出について
346,479

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「小学館こども百科」外購入の支出について
333,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石試運転取扱講習　他の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱者に係る特別教育受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石試運転取替特別教育ほか講習料の支出について
19,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤に係る特別教育受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育（刈払機取扱者）受講料の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ３年生進路講話にかかる講師謝礼の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
56,473

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 富士型照明器具購入の支出について
17,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 実物投影機外の購入の支出について
75,619

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ボルト外購入の支出について
13,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 簡易卓球台外購入の支出について
26,393

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 油性ペン　外　購入の支出について
40,737
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 松やにクリーナー　外購入の支出について
16,826

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ有寿命部品購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリップボード外購入の支出について
37,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テニスボール、他購入の支出について
131,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ごみ袋外購入の支出について
10,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 入試用問題集、他購入の支出について
21,514

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バッティングティー外購入の支出について
73,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 養生用テープ外購入の支出について
57,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石けん　外　購入の支出について
25,686

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー機用コピーセットの購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
47,316,683

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 管理棟扉補修の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
1,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送室デスクアンプの修理の支出について
50,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＤＶＤデッキ動作不良修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
26,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 キッザニア甲子園　教職員分入場料（１０／２８）の支出について
5,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 球技大会会場借上げにかかる使用料（１０／２７）の支出について
23,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 球技大会会場借上げにかかる使用料（１０／２７）の支出について
23,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書『桜ほうさら』　他　購入の支出について
378,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱者　受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱者　特別教育　受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー取扱者の特別教育受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生教育　受講料の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱作業者安全衛生教育の講習受講料の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱者　特別教育　受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石試運転取替　受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用カーテンの購入の支出について
167,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
23,221,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
937,767

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 全商英語検定受験に伴う受験料（１０／２７）の支出について
19,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「センスは知識からはじまる」外購入の支出について
86,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
5,642,773

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 インターホンカバー購入の支出について
2,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 脚付ホワイトボード購入の支出について
38,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 卓上ボール盤外購入の支出について
41,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケットボール作戦盤外購入の支出について
15,249

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 行事案内板購入の支出について
36,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ドッジボール　他購入の支出について
47,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カーテン　外　購入の支出について
89,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校庭埋没消火管破損補修工事の支出について
380,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 健康美化部倉庫扉補修外の支出について
252,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ワイヤレスアンテナ補修工事の支出について
115,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 飲料水受水槽給水設備補修工事の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 門扉潜戸補修工事の支出について
99,684
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 一輪車用補助手すり（２台）購入の支出について
58,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
2,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 シャワールーム内ブース扉設置工事の支出について
134,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 樹木害虫防除作業の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 パイプテントの購入の支出について
76,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育（チェーンソー取扱）の受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 近畿家庭科教育研究会資料購入（１０／２８）の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削といし取替え作業特別教育受講料の支出について
1,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 和菓子作り体験学習にかかる白玉粉外購入の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 締太鼓　外（仕様書）購入の支出について
231,466

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「歌はともだち」購入の支出について
15,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土　購入の支出について
16,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
2,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
26,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具取替補修工事の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪市内めぐり交通費（１０／２９）の支出の支出について
22,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 １０月２９日社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
19,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外体験学習に係る参加児童交通費（１０月２９日の支出について
7,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１０／２９）の支出について
12,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる児童交通費（１０／２９）の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 芸術鑑賞にかかる参加児童交通費（１０／２８）の支出について
16,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 芸術鑑賞（１０／２９）にかかる参加児童交通費の支出について
6,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（１０／２９の支出について
5,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年校外活動参加児童交通費他（１０／２９）の支出について
16,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費（１０／２９）の支出について
16,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 「こころの劇場鑑賞」に伴う参加児童交通費の支出について
8,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 床面補修工事の支出について
307,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年校外活動参加児童交通費他（１０／２９）の支出について
20,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学付添にかかる付添職員観覧料の支出について
480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 締太鼓　外（仕様書）購入の支出について
141,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 丸のこ等取扱作業従事者教育受講料の支出について
8,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし取替え作業特別教育受講料の支出について
6,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 「刈払機取扱者」外安全衛生特別教育受講料の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日新聞購読料（４～９月分）の支出について
24,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塩酸他７点購入の支出について
44,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 制服スカート　購入の支出について
30,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用トナーほか　購入にかかる支出について
44,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
4,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 小便器節水装置外修理の支出について
86,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー外受講料の支出について
57,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特定粉塵作業受講料外の支出について
13,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 海外交流プログラムに伴う講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 海外交流プログラムに伴う講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 カメラ駆動ユニットの購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 キーボードの購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラミングロボット教材外購入の支出について
144,396
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ごみ入れの購入の支出について
12,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ミリングカッタ外購入の支出について
17,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式ドリル・ドライバー　外の購入の支出について
27,897

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 芝刈機修理にかかる請負経費の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 タオル掛け　他　購入の支出について
42,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルトナー　外　購入の支出について
64,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用ヤスリ　外　購入の支出について
277,818

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石けん　外　購入の支出について
20,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 壁掛けスピーカー修理の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　　　押ボタンスイッチ　他の購入の支出について
208,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館コートライン補修工事の支出について
442,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２Ｆ男子トイレ窓硝子補修工事の支出について
28,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
5,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 スピーカー　他　の購入の支出について
43,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 スピーカー　他　の購入の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 特別支援教育の全国大会（１０／３０）の参加費等の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究大会参加に伴う大会参加資料代（１０／３０）の支出について
6,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 全日本中学校道徳教育研究大会にかかる資料代の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 大阪市中央公会堂大会議室使用料（１０／２９）の支出について
28,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 第２３回全国生活・総合研究大会参加費１０／３０の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 小学校生活科総合的な学習教育研究協議会参加会費の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 特別支援教育の全国大会（１０／３０）の参加費等の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
8,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
296,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグタッチシートほかの購入の支出について
97,401

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
368,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 漢字検定用教材購入の支出について
11,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 事務室用コピー外修理の支出について
78,139

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 移動台修理の支出について
40,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費外１０／３０の支出について
6,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１０／３０）の支出について
3,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年修学旅行にかかる参加児童交通費及び拝観料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（１０／３０の支出について
9,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外活動にかかる交通費及び観覧料（１０／３０）の支出について
12,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる児童交通費（１０／３０）の支出について
13,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習（１０／３０）の参加児童交通費の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定　検定料の支出について
123,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外活動にかかる交通費及び観覧料（１０／３０）の支出について
15,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行に伴う付添職員の陶芸体験料（１０／３０の支出について
3,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費外１０／３０の支出について
5,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年修学旅行にかかる参加児童交通費及び拝観料の支出について
5,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 電動工具類特別講習受講料の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤・振動工具取扱作業受講料の支出について
24,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別支援教育全国大会の参加費（１０／３０）の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
214,313

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
48,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 部活動練習にかかるグランド使用料（１０／２９）の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接の特別教育講習受講料（１０／２９）の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 研削作業の特別教育の講習受講料（１０／２９）の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし特別教育受講料の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 亜硫酸ソーダ他の購入の支出について
48,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
126,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ購入の支出について
57,801

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用問題集ほかの購入の支出について
131,542

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 サーキュレーター他の購入の支出について
50,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
5,713

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内（南館）放送設備補修の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 電気工事技能大会出場用物品運搬料（１０／２９）の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 文化祭会場の使用料および委託料（１０／３１）の支出について
208,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 文化祭会場の使用料および委託料（１０／３１）の支出について
392,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「心霊探偵八雲」他の購入の支出について
150,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 毛糸　他　購入の支出について
13,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室内手洗器用排水トラップ修繕工事の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 色紙購入の支出について
5,189

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館外壁露筋爆裂補修の支出について
261,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
19,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
32,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 綱引き用ロープ白購入の支出について
30,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
18,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 近畿音楽教育研究大会資料代（１０／３１）の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 顕微鏡　外（集約物品）購入の支出について
279,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 電子黒板　購入の支出について
198,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国・朝鮮文化体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料　他購入の支出について
99,201

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スライド式ＵＳＢ外６点購入の支出について
56,585

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 刈払い機取扱業務安全衛生講習受講料及び資料購入の支出について
1,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マレット外購入の支出について
18,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
1,052,129

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画板　他１７点購入の支出について
154,126

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絵の具　他　購入の支出について
18,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フラッシュバルブ　購入の支出について
28,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 超軽量粘土　外　購入の支出について
61,707

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 顕微鏡　外（集約物品）購入の支出について
155,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
45,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体験授業に伴う鉢花購入（Ｈ２６年１０月３１日）の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削用といし業務にかかる受講料外の支出について
1,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン（集約物品）購入の支出について
123,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土購入の支出について
31,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体験学習にかかる実習材料購入（１０／３０）の支出について
8,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フラットファイル外購入の支出について
12,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花笠づくり外２５点購入の支出について
208,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体験活動にかかる塩外購入（１０／３０）の支出について
2,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ専用機外購入の支出について
132,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙ほかの購入の支出について
91,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスアンプ他購入の支出について
106,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カスタネット　外購入の支出について
165,015

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラップ　他購入の支出について
43,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 照明スイッチ化粧ハンドルの購入の支出について
51,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削といし取り替え作業受講テキスト代外の支出について
1,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
819,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
283,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
274,758

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　購入の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パイプ椅子　外（集約物品）購入の支出について
294,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
467,719

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画インキ　外　購入の支出について
47,131

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ナイロンたわし他６点購入の支出について
37,789

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エアーコンプレッサー購入の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂扉修繕の支出について
35,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校長室　窓ガラス　補修工事の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 南校舎４階教室窓ガラス補修工事の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理点検の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修繕の支出について
31,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動缶切機　修理の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜修理の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
118,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費及び実習費の支出について
14,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年社会見学にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費の支出について
20,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（１０／３１の支出について
7,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１０／３１）の支出について
18,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費の支出について
28,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる児童交通費（１０／３１）の支出について
11,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外活動にかかる児童交通費（１０／３１）の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木薬剤散布業務委託料の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検料の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 遠足付添職員の入場料の支出についての支出について
1,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年社会見学にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 テントレンタルの支出について
100,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費及び実習費の支出について
7,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マグネットスクリーン　の購入の支出について
232,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター購入の支出について
179,280
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスアンプ他購入の支出について
172,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　外（仕様書）購入の支出について
1,277,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「図書館クイズ」外購入の支出について
390,397

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　坊ちゃん　外６０点の購入の支出について
201,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「漢字遊びの王様」外購入の支出について
98,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし取り替え作業受講テキスト代外の支出について
6,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱業務安全衛生教育受講料の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払い機取扱業務安全衛生講習受講料及び資料購入の支出について
9,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 電気工具類等講習会参加費　チェーンソーの支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削用といし業務にかかる受講料外の支出について
6,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 第５６回近畿音楽教育研究大会・奈良大会会費の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯丸のこ盤講習料外の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤作業従事者安全教育外講習受講料の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈込機講習会費の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生教育刈払機講習受講料の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ購入の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
71,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パイプ椅子　外（集約物品）購入の支出について
36,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハロゲン電球購入の支出について
32,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校入学案内一覧近畿版購入の支出について
14,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック購入の支出について
20,498

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 語彙力アップ基礎練習ドリル他購入の支出について
9,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 文化祭に係るお茶菓子他購入（１０月３１日）の支出について
23,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアーオイル外購入の支出について
193,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車購入の支出について
23,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ひのき丸棒購入の支出について
36,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電球　他購入の支出について
5,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 華道体験にかかる生け花セット購入（１０／３０）の支出について
59,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電気半田ごて　外購入の支出について
37,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
100,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「日本の伝統音楽」購入の支出について
16,719

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
94,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
62,353

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 顕微鏡　外（集約物品）購入の支出について
146,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 食育用調理実習材料購入（１０／３０）の支出について
32,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒用　机・椅子キャップ購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ごみ箱　外購入の支出について
54,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軍手外購入の支出について
24,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール外購入の支出について
60,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル絵の具　外の購入の支出について
101,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
320,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー角パイプ外購入の支出について
141,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館１階防火シャッター補修工事の支出について
22,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 南館　玄関ガラス入替　工事の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスクラリネット　外修理の支出について
32,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
49,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 緊急タクシー代の立替払の支出について
3,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機　外　リサイクル　処理手数料外の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 ９月１９日及び２６日にかかる緊急タクシー料の支出について
4,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機　外　リサイクル　処理手数料外の支出について
5,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 福島区民ホール外使用料（１０／３１）の支出について
85,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ひな段　（仕様書）購入の支出について
452,541

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バスケットボールボード購入の支出について
103,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター外購入の支出について
143,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「カントリーロード」　他購入の支出について
167,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「つくって楽しい！」　他購入の支出について
262,297

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「富豪刑事」外　購入の支出について
300,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「見学！日本の大企業」外購入の支出について
253,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 第５６回　近畿音楽研究大会・奈良大会参加費の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 音楽研究大会参加に伴う大会参加費（１０／３１）の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 第５６回近畿音楽教育研究大会奈良大会参加費の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 近畿音楽教育研究大会参加費用（１０／３１）の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
77,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ２枚刃汎用エンドミル購入の支出について
8,251

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
4,455

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
79,326

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
8,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 全商英語検定受験にかかる受験料１０／３０の支出について
41,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習に伴う付添教員入場料（１０／３１）の支出について
62,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 寝具借上の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 研削砥石取替等の業務特別教育受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
18,797

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
13,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小学部１～３年秋の遠足付添職員入園料１０／３１の支出について
5,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
670,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機の購入の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
486,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 顕微鏡　外（集約物品）購入の支出について
112,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ラグビーボール購入の支出について
24,786

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パイプ椅子　外（集約物品）購入の支出について
235,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ひな段段板の購入の支出について
18,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
41,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミニゴール　外の購入の支出について
19,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 放送設備用プログラムタイマーシステム他補修工事の支出について
407,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場スピーカー補修取替工事の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 バスケットゴール動力部等補修工事の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校長室洗面器排水金具補修工事の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室手洗場水栓他取替補修の支出について
58,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 建具補修工事の支出について
611,658

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 部室更衣室新設改装工事の支出について
248,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ミニゴール　外の購入の支出について
103,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 顕微鏡　外（集約物品）購入の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 書画カメラの購入の支出について
69,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,705,900
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外（集約物品）購入の支出について
39,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 １階廊下　窓ガラス入替工事の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
75,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
10,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
648,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 園外保育付添職員入館料（１１／４）の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
57,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援　研究指導にかかる講師謝礼金の支出について
17,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援にかかる講師への謝礼金　外の支出について
38,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援にかかる講師への謝礼金　他の支出について
29,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＯＳ外購入の支出について
273,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 理科用図書「校庭の雑草」１冊外購入の支出について
62,242

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ドッジボール購入の支出について
25,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコンの購入の支出について
133,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 跳び箱　外（仕様書）購入の支出について
65,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 電話使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
337

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 電話使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
11,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 稲刈り体験にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 算数科研修会にかかる講師謝礼金の支出について
32,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「鍛え直しプログラム」における講師への報償費の支出について
16,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 手話体験　講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 道徳心育成と運動能力の向上にかかる講師料の支出について
58,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 集中実践にかかる講師謝礼の支出について
5,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 介助犬体験学習講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「共生社会をつくるために」講師謝礼１０／１０の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「鍛え直しプログラム」における講師への報償費の支出について
16,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「鍛え直しプログラム」における講師への報償費の支出について
18,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「鍛え直しプログラム」における講師への報償費の支出について
16,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 特別支援教育研修会にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 介助犬体験学習講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 稲刈り体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動にかかる講師謝礼金の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性塗料購入の支出について
21,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フライパン他購入の支出について
11,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台所用漂白剤外購入の支出について
29,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式チェンソー外購入の支出について
45,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 回転釡用木蓋　購入の支出について
24,435
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カリウムミョウバン他　購入の支出について
19,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 数のあらわし方外購入の支出について
99,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 いいからいいから　ほか学級文庫他購入の支出について
20,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（９月分）　　　　　　　　　の支出について
789,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ　１９ｍｍ外購入の支出について
94,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 養生テープ外の購入の支出について
59,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ナイロンスポンジ　外購入の支出について
29,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　外購入の支出について
135,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯のり　外　購入の支出について
16,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤外購入の支出について
31,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冬芝の種購入の支出について
15,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 製氷皿外購入の支出について
55,902

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
56,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
98,793

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルトアコーディオン　外　購入の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラービニール袋　外　購入の支出について
37,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘着マグネットシート　外購入の支出について
92,323

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ショートタペストリー購入の支出について
84,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
325,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布ガムテープ外購入の支出について
26,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校長室用ブラインド購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 音のでるおしごとえほん外購入の支出について
5,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書原簿　外　購入の支出について
87,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 伸縮ネット包帯外購入の支出について
67,847

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フラワーアレンジメント購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 乾燥棚・カッターナイフ外購入の支出について
206,306

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塩化ビニル手袋６組外購入の支出について
29,199

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食室用包丁購入の支出について
14,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
16,923,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子外購入の支出について
18,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 集気瓶用フタ　外１０点　購入の支出について
41,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド購入の支出について
19,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 化成肥料　他　購入の支出について
81,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外（集約物品）購入の支出について
62,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科用実験消耗品　購入の支出について
58,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ノーパンク一輪車　外（集約物品）購入の支出について
130,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
341,226

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　他購入の支出について
207,497

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根　他購入の支出について
48,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根他購入の支出について
54,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＭＧ軽量発表ボード外購入の支出について
254,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 一輪車外購入の支出について
143,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　購入の支出について
18,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ランドリーバスケット　外　購入の支出について
20,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
57,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外購入の支出について
41,127

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸他購入の支出について
18,887
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（９月分）　　　　　　　　　の支出について
628,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外（集約物品）購入の支出について
253,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫「おーいでてこい」他　購入の支出について
274,923

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エナメル線他購入の支出について
14,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 日除けカーテン、レース多目的室用の購入の支出について
58,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 超軽量粘土外購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土外購入の支出について
75,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　他　の購入　の支出について
90,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 試験管　外購入の支出について
285,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画板外購入の支出について
58,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はちまき　外購入の支出について
40,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット用衝撃吸収ケース　外　購入の支出について
189,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洋形２号封筒　〒なし　購入の支出について
2,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
26,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカー　他購入の支出について
152,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 跳び箱　外（仕様書）購入の支出について
199,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 けんばんハーモニカ外購入の支出について
89,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 次亜塩素酸水外購入の支出について
16,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画インク外購入の支出について
72,601

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板他購入の支出について
72,597

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根　外　購入の支出について
44,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジ　外の購入の支出について
25,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根外購入の支出について
98,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップの球根　外購入の支出について
6,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量粘土　外購入の支出について
39,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スロープマット外購入の支出について
312,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シールほか　購入の支出について
194,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子　社会のしんだんまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メモリーカード　外購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 標識ロープ　他　の購入にかかる経費の支出について
161,945

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレットカバー購入の支出について
11,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふせん　外　購入　の支出について
17,766

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球用ラケットほか　購入の支出について
18,223

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科実験用試験管洗ブラシ外購入の支出について
23,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札プレート外購入の支出について
23,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字半紙ほか　購入の支出について
21,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　外　購入の支出について
132,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 しゃぼん玉液　外　購入の支出について
150,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防滴型デジタル温度計　購入の支出について
13,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石けん液　外　購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 座卓　購入の支出について
320,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生垣バリカン　購入の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
72,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ４つ切白画用紙外購入の支出について
50,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書管理用パソコンソフト外の購入の支出について
147,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他購入の支出について
198,663

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外４点購入の支出について
71,624
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガラスクリーナー外購入の支出について
25,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土他購入の支出について
102,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 日用品トレーナー外購入の支出について
268,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用防藻剤購入の支出について
27,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 廃液貯蔵容器　外購入の支出について
62,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 南京錠外購入の支出について
9,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒーポン修繕部品購入の支出について
2,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 害虫殺虫剤　購入の支出について
7,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 点眼薬外購入の支出について
20,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボードマーカー　外購入の支出について
75,297

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板　外　購入の支出について
17,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラグビーボール　外購入の支出について
20,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
42,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 厚紙　外購入の支出について
3,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食缶　購入の支出について
34,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 毎日新聞購読料７～９月分の支出について
12,111

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソゴ　外１点　購入の支出について
36,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 綿棒　外　購入の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作品展示用ホルダー　外　購入の支出について
182,498

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液体手洗石けん外購入の支出について
26,727

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性つや出し染料外購入の支出について
70,362

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動式チェーンソー購入の支出について
16,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハロゲン電球　外　購入の支出について
37,449

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 草刈専用ナイロンカッター　他購入の支出について
38,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食品油缶運搬車の購入の支出について
37,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボンド外購入の支出について
22,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液体石けん　外購入の支出について
37,061

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤外購入の支出について
62,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
42,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
39,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 ４０周年記念学校要覧の印刷の支出について
76,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス　取替工事の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 板硝子の補修（多目的室入り口）の支出について
2,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校長室壁クロス張替工事の支出について
85,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 加水給水ポンプ修繕工事の支出について
76,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場用スピーカ配線補修工事の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 インターホン修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 砂場補修工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス破損入替工事の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ手洗場鏡補修工事の支出について
45,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 男子便所小便器センサー不良修理の支出について
18,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給水管漏水修理工事（運動場東校舎前）の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館４階６年１組窓ガラス補修工事の支出について
7,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
8,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 受水槽漏水修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス　取替工事の支出について
46,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修工事の支出について
4,968
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館２階英語教室出入り口ドアガラス入替えの支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 室外機ファン取替修繕の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室消毒保管庫修理の支出について
79,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食調理用二槽シンク修理の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 チャイム放送機器　修理の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜　修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ウサギ治療代の支出について
5,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
54,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　ＲＺ－５３０　修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機　修理の支出について
72,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 パソコンの修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
321,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室消毒保管機修理の支出について
74,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室フードフィルター修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 顕微鏡修理の支出について
8,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＰＣ・バッテリー交換及び補修の支出について
17,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 玄関扉フランス落とし修理の支出について
28,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 衣類乾燥機修理の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外コンセント補修の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
32,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
21,401

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室焼物機修理の支出について
12,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 デスク型音響装置修理の支出について
52,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
29,354

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理代の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
26,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大コピー機修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 二槽シンク修理の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修繕の支出について
109,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 包丁まな板殺菌庫修理の支出について
57,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 パウチ修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
179,842

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室屋外冷蔵庫修理の支出について
41,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 本校　食器消毒保管庫修理の支出について
67,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用冷凍絹厚揚げ外購入の支出について
217,529

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛乳外購入の支出について
18,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用胡瓜外購入の支出について
104,215

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛乳購入の支出について
11,173
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛肉外購入の支出について
60,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
11,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
4,202,371

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 グランドピアノ運搬の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,122,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,901,381

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（１１／４）の支出について
12,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年スポーツ交歓会参加児童交通費（１１／４）の支出について
7,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定　検定料の支出について
59,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 図書館用図書の表装の支出について
5,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
156,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
17,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 演劇鑑賞会「チュモニの会」講演　業務委託の支出について
278,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校庭樹木の樹幹注入・剪定・伐採業務委託の支出について
169,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木薬剤散布業務委託の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール用ろ過機の点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「音楽鑑賞会」公演　業務委託の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 児童アンケート実施業務委託の支出について
178,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検委託料の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校内樹木害虫防除作業業務委託の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
183,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 鯰江運動場利用にかかる使用料（１０／３１）の支出について
186,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 セストボール用ゴール購入の支出について
103,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 入場看板の購入における経費の支出について
59,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 一輪車外購入の支出について
28,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 リアカー　の購入にかかる経費の支出について
129,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 Ａ３対応レーザートナーカラープリンタ複合機購入の支出について
287,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタルカウンター購入の支出について
63,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 跳び箱　外（仕様書）購入の支出について
91,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アルトアコーディオン　外　購入の支出について
277,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
19,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 乾燥棚・カッターナイフ外購入の支出について
143,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウォータークリーナー購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「理論社の絵本セット」外購入の支出について
354,383

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「小学館の図鑑ＮＥＯ」他購入の支出について
199,699

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「くまの子ウーフの絵本」外購入の支出について
346,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「わたし小学生まじょ」他購入の支出について
282,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
29,307

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「みみずのたいそう」他購入の支出について
240,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「はじめての新聞学習」外購入の支出について
338,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「１円くんと五円じい」外購入の支出について
387,663

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 いいからいいから　ほか学級文庫他購入の支出について
319,781

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書の購入の支出について
382,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 丸鋸・研削砥石取扱業務講習会受講料の支出について
13,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 研削といしによる業務の特別教育受講会費の支出について
7,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生教育（１／２１分）受講料の支出について
8,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育受講料（研削といしの取替え等の業務）の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 電動工具類等取扱講習受講料の支出について
15,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー講習受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育等の講習受講料の支出について
122,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 管理作業員特別講習受講料の支出について
24,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱い講習　他　受講料の支出について
33,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特定粉じん作業受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし特別教育受講料の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
363,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 チュモニの会にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 チュモニの会にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 チュモニの会にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 チュモニの会にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 チュモニの会にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 チュモニの会にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 チュモニの会にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 チュモニの会にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 チュモニの会にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 チュモニの会にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー（スポーツ用石灰）購入の支出について
41,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック　外　購入の支出について
229,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色模造紙　外購入の支出について
43,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
87,966

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
8,288,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸購入の支出について
7,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 野球用Ｐプレート　外の購入の支出について
66,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 でんぷんのり外購入の支出について
71,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 特別教育　アーク溶接　教材費　及び　受講料の支出について
840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校入試案内一覧（近畿版）　外　購入の支出について
22,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コールドスプレー　他　の購入の支出について
43,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン用石灰　購入の支出について
19,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フェルト外購入の支出について
27,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
13,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
39,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プランター外購入の支出について
39,247

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸の土　外購入の支出について
29,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆削り外購入の支出について
29,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙外購入の支出について
18,534

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 両刃ノコギリ替刃　外購入の支出について
46,251

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水彩絵具　購入の支出について
7,981

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スイッチングハブ　外購入の支出について
7,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 放電式記録タイマー　外　購入の支出について
134,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ中学校の音楽鑑賞２・３年（下）他購入の支出について
73,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 両口げんのう　外の購入の支出について
31,017

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
48,917
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 養生テープ外購入の支出について
75,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 吹奏楽譜「シネマ・マンシーニ」外　購入の支出について
22,302

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 日用品カットソー外購入の支出について
185,671

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他購入の支出について
44,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館用ワックス購入の支出について
59,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スクリーン購入の支出について
144,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 太鼓ほか購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台外　購入の支出について
52,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
82,394

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル外購入の支出について
34,079

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 赤玉土　ほか　購入の支出について
46,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フラットファイル　ほか　購入の支出について
95,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラグビーボール　外購入の支出について
51,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットゴール外　購入の支出について
85,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 養生シート　外　購入の支出について
119,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（９月分）　　　　　　　　　の支出について
381,857

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー　外購入の支出について
54,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 純正トナーカートリッジ　外　購入の支出について
276,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛けプランター　他　購入の支出について
37,886

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 たい積岩標本、他購入の支出について
37,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ修理用部品　購入の支出について
7,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台、他購入の支出について
24,786

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
12,889

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石膏ボード　外　購入の支出について
59,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーペーパー　購入の支出について
27,313

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（９月分）　　　　　　　　　の支出について
424,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜の購入の支出について
5,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
87,307

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リバーシブルユニホーム購入の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外　購入の支出について
62,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手回し発電機　外購入の支出について
156,546

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マチ付封筒　外購入の支出について
45,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル外購入の支出について
149,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校入学案内一覧　近畿版　外　購入の支出について
32,801

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 白模造紙他購入の支出について
16,642

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック購入の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯洗剤　外　購入の支出について
73,234

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カッター外の購入の支出について
32,667

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 板ガラス購入の支出について
56,511

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マスキングテープ外購入の支出について
83,181

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタインク外購入の支出について
105,818

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外（集約物品）購入の支出について
150,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ウエス　外　購入の支出について
35,229

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレスバット外購入の支出について
16,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓上マイクスタンド外購入の支出について
217,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルバム用台紙外　購入の支出について
17,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リチウム電池購入の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス板外購入の支出について
87,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤外購入の支出について
49,711

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 公立高等学校紹介（２００冊）印刷の支出について
68,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引き印刷の支出について
54,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修の支出について
17,971

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 エレベーター１階シャッター異音修繕工事の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２－３教室　外　照明器具取替え工事の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰ室外機修理工事の支出について
12,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修の支出について
11,394

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プログラムタイマー修理の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 トロンボーン外修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
243,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器の修理の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理（アルトサックス）の支出について
13,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 熱感知器修理の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 スポーツタイマー　修理の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット修理の支出について
43,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート外修理の支出について
66,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 コントラバス修理の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＣＤラジカセ修理の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 サッカーゴール下部キャスター修理の支出について
96,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用シシャモ外購入の支出について
64,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用焼きプリン外購入の支出について
22,849

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛乳購入の支出について
12,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用クロワッサン外購入の支出について
15,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用青葱外購入の支出について
206,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用豚肉外購入の支出について
64,302

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,298,737

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
12,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,215,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,358,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
25,486

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
8,679

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定　検定料の支出について
207,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
93,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 劇鑑賞「河童の笛」公演業務委託の支出について
370,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 害虫駆除委託業務の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 蜂の巣駆除作業の支出について
16,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 蒲生公園（野球場）使用料１１月分（１０／３１）の支出について
51,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 春日出運動場使用料１１・１２月分（１０／３１）の支出について
153,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
192,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
154,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 卓上マイクスタンド外購入の支出について
138,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 クラリネット購入の支出について
91,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 太鼓ほか購入の支出について
101,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「世界の国旗クイズ図鑑外」購入の支出について
237,578

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「星空ロック」外　の購入の支出について
260,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
18,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「レディーバード～」他購入の支出について
269,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 草刈機外安全衛生教育受講料の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし　特別教育　受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機ほか講習受講料の支出について
13,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接等特別教育等受講料の支出について
44,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤　他　特別教育受講料の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育の講習受講料の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
125,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし　特別教育　受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育　アーク溶接　教材費　及び　受講料の支出について
18,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 海外交流プログラムに伴う講師謝礼金の支出について
44,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 海外交流プログラムに伴う講師謝礼金の支出について
41,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 海外交流プログラムに伴う講師謝礼金の支出について
37,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 海外交流プログラムに伴う講師謝礼金の支出について
37,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 海外交流プログラムに伴う講師謝礼金の支出について
24,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 海外交流プログラムに伴う講師謝礼金の支出について
61,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（９月分）　　　　　　　　　の支出について
69,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 校名入り窓あき封筒印刷の支出について
15,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙の購入の支出について
37,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 円柱用防護パッド　購入の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 武道体験教室少年用柔道着収納箱購入の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（９月分）　　　　　　　　　の支出について
22,431

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外（集約物品）購入の支出について
39,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,349,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
35,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 エンドミル外購入の支出について
16,297

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スタータモーター購入の支出について
47,751

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒指導要録の印刷の支出について
33,566

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
6,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事（西館３Ｆ）の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 サンドブラスター修理の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット修理請負経費の支出について
21,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
175,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
432,000



平成26年度（平成26年10月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
516,279

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
11,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 スポーツテスト集計、分析処理委託の支出について
103,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 薬剤散布委託料の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
74,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
154,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書の購入にかかる経費の支出について
136,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
63,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部　現場実習講師謝礼の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（９月分）　　　　　　　　　の支出について
23,766

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
5,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
651,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外（集約物品）購入の支出について
31,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（９月分）　　　　　　　　　の支出について
100,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
26,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館　２階青ホールトイレ　漏水補修工事の支出について
21,373

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
126,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
250,103

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
131,523

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 屋外雨水管詰り洗管及び会所場所調査　業務委託の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
11,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー　特別教育受講料（１１／３）の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤポータブルシステムレコーダー購入の支出について
136,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ　の購入の支出について
126,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 職員室用元止湯沸器（取替工事含）購入の支出について
29,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール　購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 跳び箱　外（仕様書）購入の支出について
98,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スキャナーの購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 肥料（芝生用）購入の支出について
85,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 屋内消火栓設備用布ホース購入の支出について
105,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ホームベース　外　購入の支出について
49,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 グレーチング他購入の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ピアノ用椅子購入の支出について
12,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 シャトルコック　購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ノーパンク一輪車　外（集約物品）購入の支出について
351,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
244,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
123,822

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 モノコード購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 冬芝の種　購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ファックス　購入の支出について
43,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 水切りかご　外　購入の支出について
30,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
65,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ステンレス製角バットの購入の支出について
24,900
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外（集約物品）購入の支出について
286,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 体育館用養生シート　購入の支出について
257,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ウレタンマットレスの購入の支出について
19,278

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ドッジボール　他　購入の支出について
193,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 毛布購入の支出について
7,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 化成肥料購入の支出について
45,897

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館天井の水銀灯外取替補修の支出について
98,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎壁面補修工事の支出について
339,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール更衣室出入口扉外補修工事の支出について
188,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場投光器漏電補修工事の支出について
169,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調設備補修の支出について
48,831

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 　照明器具配線工事の支出について
31,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関扉フランス落とし修理の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北側渡り廊下補修工事の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 手洗い場ゲードバルブ交換工事の支出について
78,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消火水槽漏水修理工事の支出について
16,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 漏水調査及び修理の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ５棟２階天井内部消火管漏水補修工事の支出について
74,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 蛍光灯器具の修理の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館男子・女子トイレ掃除用水栓取付工事の支出について
82,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入れ替え工事の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員トイレ　フラッシュバルブ取替工事の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 防犯カメラ設置工事の支出について
676,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 渡り廊下仮設屋根土間新設工事の支出について
790,722

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 ４階音楽室他アルミ面格子取付補修工事の支出について
255,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチテント購入の支出について
121,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
170,127

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 跳び箱　外（仕様書）購入の支出について
354,240

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
27,820

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
330,698

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
743,498

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
10,462

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
471,456

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
3,600

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
3,440

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
360

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
8,926

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
44,683

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
324

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
2,440

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
240

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
1,794

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
83,264

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
1,965

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
1,909

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
37,744

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
68,628
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教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
2,100

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
1,280

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
598,930

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
260

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　８月分）の支出について
600

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
57,290

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
660

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
920

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
1,040

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
7,240

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
14,790

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
28,100

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
839,838

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
1,460,162

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
68,848

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
102,553

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
13,056

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
5,153

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬　第２四半期分の支出について
105,858

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬　第１四半期分の支出について
67,759

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
7,827

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
132,836

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
789,118

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
108,680

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
42,760

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
4,000

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年10月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
4,210

消防局 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　西九条出張所電気料金の支出について（８月分）
294,166

消防局 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　阿倍野防災センター・南方面隊電気料金の支出について（８月分）
169,693

消防局 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 緊急消防援助隊活動用物資の購入経費の支出について（26年度下半期）
1,250,000

消防局 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 緊急消防援助隊活動用物資の購入経費の支出について（26年度下半期）
8,750,000

消防局 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　消防局（施設課Ａ２）乾式デジタル複写機長期借入の支出について（８月分）
18,234

消防局 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎外８８か所一般廃棄物収集運搬業務委託料（８月分）の支出について
351,630

消防局 総務課 平成26年10月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 予防広報用　電話使用料（広報パソコンプロバイダ料）の支出について（消防局８月分）
2,624

消防局 総務課 平成26年10月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用　電話使用料（消防局）の支出について（８月分）
8,109

消防局 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　航空隊基地水道料金の支出について（８月分）
2,721

消防局 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　電話使用料（方面隊イリジウム）の支出について（消防局８月分）
5,000

消防局 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 ヘリ動態管理用　データサービス利用料金（消防局８月分）に伴う経費の支出について
16,557

消防局 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　道頓堀出張所電気・水道料金の支出について（９月分）
361,439

消防局 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用　電話使用料（消防局）の支出について（９月分）
5,471

消防局 総務課 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 総務課用管外出張旅費（第２９回アジア消防長協会総会等の開催に伴う第１回調整会議）
57,660

消防局 総務課 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 人事課用管外出張旅費の支出について（消防庁研修員の帰阪）
29,240

消防局 総務課 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用　全国消防救助技術大会中止に伴う出張旅費（１３名分）の取消料の支出について
41,670

消防局 総務課 平成26年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 規制課用管外出張旅費の支出について（パッケージ型自動消火設備研修会）
6,300

消防局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「建築関係ＪＩＳ要覧追録３２４号ほか３点」購入経費の支出について
21,184

消防局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準（全訂５版）別冊判例タイムズ３８号」購入及び経費の支出について
5,238

消防局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「現行法規総覧追録９３１－９６５号」の購入経費の支出について
39,340

消防局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「大阪市消防関係例規集追録第４３６号」購入経費の支出について
80,460
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消防局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「航空路誌改訂版０６７号ほか１点」購入経費の支出について
7,180

消防局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「消防実務要覧（追録１８８４号－１８８６号）ほか５点」購入経費の支出について
46,290

消防局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 庁舎管理用　ＬＰＧ料金の支出について（９月分）
26,034

消防局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　梅田出張所光熱水費の支出について（９月分）
242,799

消防局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　地域冷暖房ガス料金の支出について（９月分）
304,231

消防局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎ほか８８か所産業廃棄物収集運搬処理業務委託料（８月分）の支出について
206,388

消防局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 文書管理用　平成２６年度大阪市消防局文書等逓送業務委託（長期継続）の経費の支出について（９月分）
390,312

消防局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用電話使用料（第２井筒マンション・小川ハイツ６０３号室）の支出について（消防局９月分）
5,406

消防局 総務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 平成２７年大阪市消防出初式用　平成２７年大阪市消防出初式案内状等の印刷に係る経費の支出について
105,840

消防局 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 契約事務用　消防局総合評価一般競争入札評価会議に伴なう委員報償金の支出について
51,395

消防局 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（９月分）
4,456

消防局 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（９月分）
4,455

消防局 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（９月分）
8,911

消防局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 消防職員宿直用及び救急安心センタ－業務用　平成２６年度消防局寝具一式概算長期借入経費の支出について（９月分）
2,574,633

消防局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防職員宿直用及び救急安心センタ－業務用　平成２６年度消防局寝具一式概算長期借入経費の支出について（９月分）
34,041

消防局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
118,480

消防局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
2,036

消防局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
3,358

消防局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
1,620

消防局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
2,640

消防局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　運営費
3,960

消防局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　運営費
2,700

消防局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　運営費
2,000

消防局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用電話使用料（シティコーポ今福鶴見・藤和ライブタウン八尾南）の支出について（消防局９月分）
5,363

消防局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　運営費
700

消防局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用管外出張旅費の支出について（潜水士免許取得試験受験）
4,840

消防局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　消防局（施設課Ａ２）乾式デジタル複写機長期借入の支出について（９月分）
42,993

消防局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎受付案内業務委託料（９月分）の支出について（平成２６年度）
341,852

消防局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　平成２６年度大阪市消防局庁舎清掃業務委託料の支出について（９月分）
651,780

消防局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室電気料金の支出について（９月分）
12,667

消防局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（Ｈ２６．９．２８職員採用試験）
14,580

消防局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室電気料金の支出について（９月分）
27,058

消防局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「消防実務要覧追録１８９２号－１８９３号ほか６点」購入経費の支出について
52,462

消防局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（総務課外５台）の経費の支出について（９月分）
171,321

消防局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 警防活動用　高所カメラ（ＯＡＰ）電気料金の支出について（１１月分）
16,347

消防局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　西九条出張所電気料金の支出について（９月分）
238,901

消防局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 警防活動用　高所カメラ（あべのハルカス）電気料金の支出について（９月分）
32,400

消防局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　消防学校水道料金の支出について（８・９月分）
971,759

消防局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室電気料金の支出について（９月分）
140,298

消防局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　阿倍野防災センター・南方面隊電気料金の支出について（９月分）
158,200

消防局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防庁舎外８８か所一般廃棄物収集運搬業務委託料（９月分）の支出について
371,083

消防局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用乾式電子複写機及び関連消耗品（情報システム課外５台）の経費の支出について（９月分）
83,009

消防局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 予防広報用電話使用料（局３階広報パソコン）の支出について（９月分）
6,231

消防局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用電話使用料（アイサットフォン・ＢＧＡＮ衛星携帯電話）の支出について（消防局９月分）
20,074

消防局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室電気料金の支出について（９月分）
161,283

消防局 人事課 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 職員管理用　消防公務之証（消防吏員用）ほか２点の作成経費の支出について
55,728

消防局 施設課 平成26年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　東淀川消防署豊里出張所ほか１か所オーバーヘッドドア補修工事の支出について
756,000

消防局 施設課 平成26年10月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 庁舎管理用　中央消防署ほか２か所簡易専用水道検査の支出について
31,860
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消防局 施設課 平成26年10月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　東淀川消防署エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）８月分
59,400

消防局 施設課 平成26年10月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎（西消防署併設）外３箇所エレベーター保守点検業務委託料の支出について（８月分）
408,024

消防局 施設課 平成26年10月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　大正消防署泉尾出張所オーバーヘッドドア補修工事の支出について
199,800

消防局 施設課 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 消防ヘリコプター用燃料（８月分）の支出について
1,210,238

消防局 施設課 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　揮発油（レギュラー）スタンド給油分（消防局）の支出について（８月分）
3,858,345

消防局 施設課 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　軽油スタンド給油分（消防局）の支出について（８月分）
1,160,638

消防局 施設課 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　軽油スタンド給油分（旭消防署）の支出について（８月分）
72,206

消防局 施設課 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　揮発油（消防局）第２四半期分（８月分）の支出について
5,590,944

消防局 施設課 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　軽油スタンド給油分（消防局）の支出について（７月追加分）
5,340

消防局 施設課 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　揮発油（レギュラー）スタンド給油分（消防局）の支出について（７月追加分）
27,247

消防局 施設課 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　揮発油（レギュラー）スタンド給油分（旭消防署）の支出について（８月分）
238,703

消防局 施設課 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　軽油（消防局）第２四半期分（８月分）の支出について
1,033,536

消防局 施設課 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 消防艇用燃料　免税軽油（消防局船舶）第２四半期分（８月分）の支出について（ゆめしま）
26,827

消防局 施設課 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 消防艇用燃料　軽油（消防局）第２四半期（水上消防署）の支出について（８月分）
388,368

消防局 施設課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　階級標示章の経費の支出について
526,500

消防局 施設課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　夏服ズボン（新規採用者用）の経費の支出について（第１納期分）
923,616

消防局 施設課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　階級章買入経費の支出について
622,047

消防局 施設課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　活動服用名札ほか１点の買入経費の支出について（第１納期分）
998,751

消防局 施設課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　被服費 災害活動用防火衣用しころの経費の支出について（第１納期分）
408,000

消防局 施設課 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　北消防署梅田出張所施設管理委託料の支出について（10月分）
370,734

消防局 施設課 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 災害対応用　港消防署災害待機宿舎施設管理委託料の支出について（10月分）
6,200

消防局 施設課 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用　北消防署梅田出張所修繕積立金の支出について（10月分）
105,024

消防局 施設課 平成26年10月21日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 需用費　印刷製本費 庁舎整備用　工事図面Ａほか１点印刷の実施経費の支出について
53,767

消防局 施設課 平成26年10月21日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　都島消防署浴室給湯設備その他改修ガス設備工事費の支出について
132,840

消防局 施設課 平成26年10月23日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　都島消防署浴室給湯設備その他改修工事費の支出について
1,654,560

消防局 施設課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　女性用消防職員カッターシャツ（新規採用者用）の経費の支出について（第１納期分）
36,720

消防局 施設課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　活動帽（新規採用者用）の経費の支出について（第１納期分）
279,072

消防局 施設課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　女性用消防職員短靴（新規採用者用）の経費の支出について（第１納期分）
51,300

消防局 施設課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　冬帽（新規採用者用）ほか１点の買入経費の支出について（第１納期分）
678,240

消防局 施設課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　活動服上衣Ｂ（新規採用者用）ほか２点の経費の支出について（第１納期分）
2,574,720

消防局 施設課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　女性用活動服上衣Ａ（新規採用者用）ほか１点の経費の支出について（第１納期分）
179,280

消防局 施設課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　コート型外とう（新規採用者用）の買入経費の支出について（第１納期分）
1,051,110

消防局 施設課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　冬服上衣（新規採用者用）ほか１点の経費の支出について（第１納期分）
1,736,640

消防局 施設課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　編上靴（新規採用者用）の経費の支出について（第１納期分）
771,120

消防局 施設課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　活動服上衣Ａ（新規採用者用）ほか１点の経費の支出について（第１納期分）
2,647,296

消防局 施設課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　女性用活動服上衣Ｂ（新規採用者用）ほか２点の経費の支出について（第１納期分）
169,020

消防局 施設課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　ジャンパー型外とう（新規採用者用）の買入経費の支出について（第１納期分）
908,820

消防局 施設課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　女性用冬帽（新規採用者用）ほか１点の経費の支出について（第１納期分）
83,700

消防局 施設課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　夏服上衣（新規採用者用）ほか１点の経費の支出について（第１納期分）
1,420,416

消防局 施設課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　消防職員カッターシャツ（新規採用者用）の買入経費の支出について（第１納期分）
342,144

消防局 施設課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　雨衣上衣（新規採用者用）ほか１点の買入経費の支出について（第１納期分）
940,950

消防局 施設課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　女性用夏服上衣（新規採用者用）ほか１点の経費の支出について（第１納期分）
143,640

消防局 施設課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　消防職員短靴（新規採用者用）ほか１点の買入経費の支出について（第１納期分）
547,776

消防局 施設課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　女性用冬服上衣（新規採用者用）ほか１点の経費の支出について（第１納期分）
132,300

消防局 施設課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　北消防署ほか７０か所消防用設備等点検業務委託料の支出について（前期分）
1,620,000

消防局 施設課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用　宿舎（グラーサ銀座イースト）賃貸借契約に伴う賃借料の支出について（11月分）
88,500

消防局 施設課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　被服費 災害活動用　編み上げゴム長靴の経費の支出について（第１納期分）
297,000

消防局 施設課 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　電気食器乾燥機ほか３点の購入経費の支出について
259,200
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消防局 施設課 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　女性用夏服ズボン（新規採用者用）の経費の支出について（第１納期分）
79,488

消防局 施設課 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 庁舎管理用　電気食器乾燥機ほか３点の購入経費の支出について
30,240

消防局 施設課 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 備品購入費　庁用器具費 庁舎管理用　電気食器乾燥機ほか３点の購入経費の支出について
278,208

消防局 施設課 平成26年10月28日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　東住吉消防署非常用発電設備その他改修建築工事の前払金の支出について
18,720,000

消防局 施設課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　浪速消防署冷温水ポンプ修理に係る経費の支出について
313,200

消防局 施設課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　浪速消防署エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）９月分
60,696

消防局 施設課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用西成消防署外４箇所エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）９月分
270,000

消防局 施設課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎（西消防署併設）外３箇所エレベーター保守点検業務委託料の支出について（９月分）
408,024

消防局 施設課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　水上消防署エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）９月分
61,020

消防局 施設課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　東淀川消防署エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）９月分
59,400

消防局 施設課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　中央消防署施設管理委託料の支出について（11月分）
21,344

消防局 施設課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　鶴見消防署外１箇所エレベータ保守点検業務委託料の支出について（９月分）
201,312

消防局 施設課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用　宿舎（パレステュディオ四谷）賃貸借契約に伴う賃借料の支出について（11月分）
94,500

消防局 施設課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用　宿舎（菱和パレス銀座東）賃借料（11月分）の支出について
87,500

消防局 施設課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 災害対策用　災害待機宿舎（あべのシャルム）管理委託・修繕積立金の支出について（11月分）
34,978

消防局 施設課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 災害対応用　災害待機宿舎（シティーコーポ今福鶴見）管理委託料の支出について（11月分）
18,400

消防局 施設課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　災害待機宿舎（小川ハイツ九条南）賃借料の支出について（11月分）
274,000

消防局 施設課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 高所カメラ情報収集用　機器場所賃借料の支出について（ＯＡＰタワー）（11月分）
7,560

消防局 施設課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 高所カメラ情報収集用　機器場所賃借料（あべのハルカス）の支出について（９月分）
129,600

消防局 施設課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　災害待機宿舎（藤和ライブタウン）賃借料の支出について（11月分）
85,000

消防局 施設課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　災害待機宿舎（第２井筒マンション）賃借料の支出について（11月分）
100,000

消防局 施設課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 負担金、補助及交付金　分担金 災害対策用　災害待機宿舎（あべのシャルム）管理委託・修繕積立金の支出について（11月分）
13,539

消防局 施設課 平成26年10月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 役務費　通信運搬費 庁舎整備用　東住吉仮災害待機宿舎への移転に伴う物品等運搬作業業務委託料の支出について
64,800

消防局 施設課 平成26年10月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　東住吉仮災害待機宿舎（ハイネス田辺）賃借料の支出について（11月分）
92,000

消防局 予防課 平成26年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 火災予防運動用　秋の火災予防運動用防火ポスター（Ｂ３判）ほか２点に係る印刷経費の支出について
135,726

消防局 予防課 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 放火防止対策の推進用　放火監視機器専用リチウム電池の購入経費の支出について
7,560

消防局 予防課 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火管理等講習事業用　講習教材用ＤＶＤ｢職場の中の消防用設備｣ほか２点の買入経費の支出について
285,120

消防局 予防課 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 備品購入費　機械器具費 研修用　システムパソコン買入経費の支出について
576,720

消防局 予防課 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 火災予防普及用　第５３回火災科学セミナー参加に伴う経費の支出について
2,000

消防局 予防課 平成26年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 予防業務用　自主検査用封筒の購入経費の支出について
185,166

消防局 予防課 平成26年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　防災研修訓練エリア内空調設備修繕経費の支出について
92,340

消防局 予防課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 自主防火管理体制促進用　消防訓練指導業務委託及び同経費の支出について（９月分）
11,942,280

消防局 予防課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 市民啓発用　防災実技講習業務委託経費の支出について（９月分）
830,070

消防局 予防課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 自主防災体制助長用　自主防災指導業務委託の支出について（９月分）
14,645,970

消防局 予防課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 維持管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２６年度清掃業務委託経費の支出について（９月分）
255,751

消防局 予防課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 維持管理業務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）植栽剪定業務委託経費の支出について（第２回）
24,636

消防局 予防課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 維持管理業務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）植栽剪定業務委託経費の支出について（第２回）
10,037

消防局 予防課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 維持管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２６年度清掃業務委託経費の支出について（９月分）
14,638

消防局 予防課 平成26年10月24日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 維持管理業務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）植栽剪定業務委託経費の支出について（第２回）
20,292

消防局 予防課 平成26年10月24日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 維持管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２６年度清掃業務委託経費の支出について（９月分）
178,851

消防局 予防課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 阿倍野防災センター用　大阪市立阿倍野防災センター指定管理予定者選定委員会委員に対する報酬経費の支出について（第３回）
85,605

消防局 予防課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 防火管理講習等事業用　防火管理講習及び防災管理講習に係る謝礼金の支出について（９月分）
826,560

消防局 予防課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 予防啓発用　火災予防運動用セイバーミライスーツ等の買入経費の支出について
928,800

消防局 予防課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 維持管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２６年度清掃業務委託経費の支出について（９月分）
66,180

消防局 予防課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 維持管理業務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）植栽剪定業務委託経費の支出について（第２回）
19,555

消防局 予防課 平成26年10月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災調査業務用ＤＶＤーＲほか９点の購入経費の支出について
52,326

消防局 予防課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 業務代行用　平成26年度大阪市立阿倍野防災センター管理運営業務経費の支出について（９月分）
8,007,514

消防局 規制課 平成26年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 規制課事務用　ＬＰガス保安専門情報説明会の受講経費の支出について
9,000
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消防局 規制課 平成26年10月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 規制課研修用　建築設備事務担当者研修会開催に伴う講師交通費の支出について
28,900

消防局 規制課 平成26年10月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　特別旅費 規制課研修用　平成２６年度高圧ガス保安法研修受講に伴う管外出張旅費の支出について
28,880

消防局 規制課 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 危険物関係業務用　鋼製巻尺の購入代金の支出
7,743

消防局 規制課 平成26年10月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 危険物関係業務用　油槽内水量検出用試薬ほか１点の購入経費の支出について
54,432

消防局 規制課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 消防用設備等検査用　加ガス試験器基本点検・校正業務委託に係る経費の支出について
49,680

消防局 警防課 平成26年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員資格取得用　潜水士資格試験受験手数料及びテキスト料の支出について（h26.10）
4,320

消防局 警防課 平成26年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 職員資格取得用　潜水士資格試験受験手数料及びテキスト料の支出について（h26.10）
13,600

消防局 警防課 平成26年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　合図灯の購入経費の支出について
25,660

消防局 警防課 平成26年10月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の定期点検整備等８月分（３）の経費の支出について
174,636

消防局 警防課 平成26年10月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報・非常参集用プロバイダ等使用料に係る経費の支出について（８月分）
13,542

消防局 警防課 平成26年10月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２６年度警防活動用回線（天王寺指令センター）利用料の支出について（８月分）
29,764

消防局 警防課 平成26年10月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供に係る経費の支出について（８月分）
650,814

消防局 警防課 平成26年10月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 職員資格用　平成26年度危険物取扱者（甲種）試験の養成講習受講に係る経費の支出について（ｈ26.11）
56,340

消防局 警防課 平成26年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　特別旅費 職員研修用　平成26年度潜水技術研修にかかる特別旅費の支出について（h26.９）
30,960

消防局 警防課 平成26年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用反射チョッキの購入経費の支出について
144,342

消防局 警防課 平成26年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　安全ベルト（救助隊員用　オレンジ色）の購入経費の支出について
332,640

消防局 警防課 平成26年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　軽量型防護服の購入経費の支出について
276,480

消防局 警防課 平成26年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用消防用ゴム引きホース修理（一）経費の支出について
544,212

消防局 警防課 平成26年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 備品購入費　機械器具費 警防活動用送排風機の購入経費の支出について
370,872

消防局 警防課 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車の定期点検整備等８月分（１）の経費の支出について
1,438,581

消防局 警防課 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の車検整備等８月分の経費の支出について
1,569,257

消防局 警防課 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車の定期点検整備等８月分の経費の支出について
546,935

消防局 警防課 平成26年10月10日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救助活動用　鉄筋カッターの購入経費の支出について
188,676

消防局 警防課 平成26年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　薄手袋の購入経費の支出について
73,029

消防局 警防課 平成26年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用８ｍｍロープの購入経費の支出について
158,954

消防局 警防課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　特別旅費 職員研修用　平成26年度潜水技術研修にかかる特別旅費の支出について（司令課）
29,200

消防局 警防課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　特別旅費 職員研修用　平成26年度潜水技術研修にかかる特別旅費の支出について（水上消防署）
29,200

消防局 警防課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 職員研修用　平成26年度潜水技術研修に伴う経費の支出について
430,600

消防局 警防課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　平成２６年度版国土交通省土木工事標準積算基準書（共通編）ほか１点の購入経費の支出について
14,472

消防局 警防課 平成26年10月17日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 旅費　普通旅費 消防救急デジタル無線設備製造に伴う中間検査旅費の支出について
76,040

消防局 警防課 平成26年10月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁内情報利用パソコン修理（３）に係る経費の支出について
72,788

消防局 警防課 平成26年10月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用　平成２６年度１万分１精度地図データほか２点借入に伴う経費の支出について（９月分）
216,000

消防局 警防課 平成26年10月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用　平成２６年度２５００分１精度地図データ借入に伴う経費の支出について（９月分）
1,252,044

消防局 警防課 平成26年10月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム業務用端末等一式長期借入経費の支出について（９月分）
1,132,380

消防局 警防課 平成26年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 災害活動支援隊用　第５８回大阪府消防大会にかかる報酬の支出について
14,550

消防局 警防課 平成26年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成２５年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（9月分）
1,203,729

消防局 警防課 平成26年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成22年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（9月分）
700,389

消防局 警防課 平成26年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成23年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（9月分）
366,683

消防局 警防課 平成26年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成24年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（9月分）
468,970

消防局 警防課 平成26年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　庁内情報利用パソコン等機器（消防局規制課）一式（二）長期借入に係る経費の支出について（9月分）
27,000

消防局 警防課 平成26年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　庁内情報利用パソコン等機器（消防局規制課）一式（三）長期借入に係る経費の支出について（9月分）
22,032

消防局 警防課 平成26年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用消火栓安全幕の購入経費の支出について
47,628

消防局 警防課 平成26年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 職員資格用　平成26年度危険物取扱者（甲種）試験受験に伴う経費の支出について（h26.11）
15,390

消防局 警防課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 災害活動支援隊事務連絡用　通信費（後納料金９月分）の支出について
56,006

消防局 警防課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 委託研修用　第二級海上特殊無線技士養成課程の受講並びに同経費の支出について
1,750

消防局 警防課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 委託研修用　第二級海上特殊無線技士養成課程の受講並びに同経費の支出について
38,880

消防局 警防課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　ケミカルライトの購入経費の支出について
45,360

消防局 警防課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　粉末消火薬剤ほか２点の購入経費の支出について
290,520
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消防局 警防課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の車検整備等９月分（２）の経費の支出について
199,159

消防局 警防課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車の定期点検整備等９月分の経費の支出について
292,304

消防局 警防課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車の車検整備等９月分の経費の支出について
564,262

消防局 警防課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車の車検整備等８月分の追加整備の経費の支出について
40,532

消防局 警防課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車の定期点検整備等８月分の追加整備　経費支出について
100,301

消防局 警防課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の定期点検整備等８月分（１）の追加整備の経費の支出について
106,545

消防局 警防課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の定期点検整備等９月分（４）の経費の支出について
139,222

消防局 警防課 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 備品購入費　機械器具費 警防活動用チェーンソーの購入経費の支出について
380,160

消防局 警防課 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　損害保険料 自動車整備用１１月分消防自動車継続検査自動車損害賠償責任保険料１９台分経費の支出について
211,450

消防局 警防課 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 ヘリコプター運航用航空気象情報支援機器一式の借入経費の支出について（9月分）
280,800

消防局 警防課 平成26年10月27日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 需用費　光熱水費 大震火災対策事業用下水道使用料（一般）９月分の支出について
8,228

消防局 警防課 平成26年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用トーイングトラクター定期点検整備の経費の支出について
8,640

消防局 警防課 平成26年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２６年度消防活動用メール１１９運用サービスの利用料の支出について（９月分）
216,000

消防局 警防課 平成26年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 自動車整備用１１月分消防自動車継続検査重量税・手数料１９台分経費の支出について
20,900

消防局 警防課 平成26年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 公課費　公課費 自動車整備用１１月分消防自動車継続検査重量税・手数料１９台分経費の支出について
883,600

消防局 警防課 平成26年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防情報システム用ネットワーク回線利用料の支出について（９月分）
2,024,424

消防局 警防課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供に係る経費の支出について（９月分）
650,814

消防局 警防課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 消防車の定期点検整備等９月分（２）の経費の支出について
460,468

消防局 警防課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２６年度警防活動用専用線・IP回線利用料の支出について（９月分）
429,840

消防局 警防課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報、救急医療、非常参集・気象システム用回線使用料に係る経費の支出について（９月分）
22,754

消防局 警防課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２６年度警防活動用専用回線（ＮＴＴ）利用料の支出について（９月分）
1,551,465

消防局 警防課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２６年度消防活動用発信地システム使用料の支出について（９月分）
519,674

消防局 警防課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用映像伝送プロバイダ使用料の経費の支出について（９月分）
10,584

消防局 警防課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用消防車両動態管理システム用回線使用料（９月分）の支出について
94,964

消防局 警防課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用携帯・IP電話発信位置情報用回線利用料の支出について（９月分）
55,248

消防局 警防課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報システム用回線使用料（航空隊用）に係る経費の支出について（９月分）
6,231

消防局 警防課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用映像伝送回線使用料の経費の支出について（９月分）
6,696

消防局 警防課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 大阪府広域災害・救急医療情報システム用回線使用料（９月分）の支出について
4,869

消防局 警防課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用消防車両動態管理（ＦＯＭＡ）回線使用料の支出について（９月分）
38,880

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年10月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員研修用　教科書「高圧ガス必携」の購入費の支出について
285,120

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年10月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（８月分）の経費にかかる支出について
14,185

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年10月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　災害対応多目的車（ＲＥ２３）３か月定期点検整備にかかる経費の支出について
8,100

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年10月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 特別教育用　所属研修担当主任者研修「コーチングスキル及び教育技法」に伴う講師報償金の支出について
24,040

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年10月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 委託研修用　消防大学校 専科教育 火災調査科 （第２８期）受講に伴う必要経費の支出について
232,000

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年10月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 委託研修用　消防大学校 専科教育 火災調査科 （第２８期）受講に伴う必要経費の支出について
6,500

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　特別旅費 委託研修用　消防大学校 専科教育 火災調査科 （第２８期）受講に伴う旅費の支出について
123,290

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎衛生管理用　高度専門教育訓練センター第３教室及び防災研究室エアコン修理
29,656

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎衛生管理用　高度専門教育訓練センター第１教室エアコン修理
18,835

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員研修用　消防教科書「危険物」ほか２０点の購入費の支出について
1,043,460

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員研修用　教科書「消防実務六法」の購入費の支出について
646,800

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 一般事務用　印刷機（ＴＤ３００）修理
31,708

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 救急教育用　心肺蘇生用訓練人形に係る修繕料の支出について
48,600

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 職員研修用　消防教科書「危険物」ほか２０点の購入費の支出について
15,228

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　バス３か月定期点検整備及びクーラー冷却不良の原因調査にかかる経費の支出について
54,324

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員研修用　「現代行政法入門（第２版）」ほか２点の購入費の支出について
336,441

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 職員研修用　第９７回大阪府立消防学校初任教育（５７名分）会費の支出について
3,452,490

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　検査車６か月定期点検整備にかかる経費の支出について
4,860

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員研修用　聴診器ほか１点の購入経費の支出について
75,600
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消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 資格取得用　車両系建設機械（整地・運搬・積込み用・掘削用及び解体用）運転技能講習経費の支出について
3,250

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 救急教育用　ターポリン担架の購入経費の支出について
110,160

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 資格取得用　車両系建設機械（整地・運搬・積込み用・掘削用及び解体用）運転技能講習経費の支出について
120,500

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 救急教育用　喉頭鏡セットの購入経費の支出について
703,728

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 救急教育用　乾式複写機複写料（９月分）の経費にかかる支出について
40,163

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購入経費の支出について（平成２６年７月１日～９月３０日）
12,111

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 救急教育用　高度救急処置訓練人形修繕に係る経費の支出について
184,086

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年10月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　高度専門教育訓練センター低木剪定・下草除草・高木剪定業務委託経費の支出について
602,640

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（９月分）の経費にかかる支出について
22,322

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 資格取得用　危険物取扱者免状国家試験受験申請経費及び危険物取扱者免状書換申請経費の支出について
105,470

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 委託研修用　大阪府立消防学校　第227回専科教育（救助科）受講に係る必要経費の支出について
129,500

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
95,570

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　高度専門教育訓練センター校舎棟ドアクローザー修理
41,688

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年10月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員研修用　模擬家屋用コンクリートパネルＡほか１２点の購入費の支出について
135,000

消防局 北消防署 平成26年10月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 自主検査実施通知用　郵送料について
146,214

消防局 北消防署 平成26年10月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎維持管理用　梅田出張所給湯器の修理経費の支出について
44,755

消防局 北消防署 平成26年10月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　所轄指揮調査車（PI336）の定期点検整備等経費の支出について
8,640

消防局 北消防署 平成26年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
10,306

消防局 北消防署 平成26年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
8,208

消防局 北消防署 平成26年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
6,270

消防局 北消防署 平成26年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 自動車整備用　本署救助工作車（ＢＲ１1）修理部品の購入経費の支出について
8,100

消防局 北消防署 平成26年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
21,742

消防局 北消防署 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読料の支出について（７月～９月分）
12,111

消防局 北消防署 平成26年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式デジタル複合機及び関連消耗品２台分（９月分）経費の支出について
23,064

消防局 北消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助支援車（ＳＲ３）パワーウインドウの修理経費の支出について
53,223

消防局 北消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケット洗濯代７月～９月及び経費の支出について
15,984

消防局 北消防署 平成26年10月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器の修理経費の支出について
51,710

消防局 北消防署 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　北本署食堂混合栓の取替修理経費の支出について
79,920

消防局 北消防署 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　北本署救急車（Ａ３５１）ほか１台のエンジンオイル交換に伴う経費の支出について
11,880

消防局 北消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
20,370

消防局 北消防署 平成26年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　南森町救急車（Ａ３８２）ヘッドライトの修理経費の支出について
20,196

消防局 都島消防署 平成26年10月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 自主検査実施通知用　郵送料の支出について
45,244

消防局 都島消防署 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　ナイロンロープほか１点の購入経費の支出について
38,556

消防局 都島消防署 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動用　ＡＥＤトレーニングユニットリモコンの購入経費の支出について
10,260

消防局 都島消防署 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助資器材車の定期点検整備等の経費の支出について
7,560

消防局 都島消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
246

消防局 都島消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
13,661

消防局 都島消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
5,920

消防局 都島消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 水難救助活動用　潜水器具の分解修理点検経費の支出について
27,864

消防局 都島消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
5,400

消防局 都島消防署 平成26年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式デジタル複合機複写料の支出について（９月分）
12,057

消防局 都島消防署 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読料の支出について（７月～９月分）
12,111

消防局 都島消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
4,380

消防局 都島消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　携帯無線機（都島４）修理経費の支出について
5,400

消防局 福島消防署 平成26年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２５６）パワーウインドスイッチ交換修理経費の支出について
10,589

消防局 福島消防署 平成26年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３１９）６ヶ月定期点検整備経費の支出について
5,940

消防局 福島消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（９月分）支出について　管理費
205

消防局 福島消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（９月分）支出について　管理費
574
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消防局 福島消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（９月分）支出について　運営費
2,172

消防局 福島消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金への繰戻金（９月分）支出について　運営費
3,672

消防局 福島消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助車（Ｒ３４）タイヤ交換修理経費の支出について
28,512

消防局 福島消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰戻金（９月分）支出について　運営費
2,500

消防局 福島消防署 平成26年10月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読料の支出について（７月～９月分）
12,111

消防局 福島消防署 平成26年10月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器ヘッドハーネスほか２点の購入経費の支出について
28,263

消防局 福島消防署 平成26年10月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布及びタオルケット洗濯経費の支出について（７月～９月分）
6,175

消防局 福島消防署 平成26年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（９月分）支出について
12,033

消防局 福島消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
27,450

消防局 福島消防署 平成26年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　ファションバックほか９点の購入及び経費の支出について
37,616

消防局 此花消防署 平成26年10月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用肩調整ストラップ買入に伴う経費の支出について
16,977

消防局 此花消防署 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（９月分）支出について　管理費
27,828

消防局 此花消防署 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（９月分）支出について　管理費
492

消防局 此花消防署 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　ロープ買入に伴う経費の支出について
66,960

消防局 此花消防署 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（９月分）支出について　運営費
11,353

消防局 此花消防署 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　所轄指揮車CC334の６ヶ月定期点検等整備に伴う経費の支出について
22,680

消防局 此花消防署 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞の購入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

消防局 此花消防署 平成26年10月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（９月分）支出について
13,856

消防局 此花消防署 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　救急隊毛布・タオルケットクリーニング（７月～９月分）の経費の支出について
7,500

消防局 此花消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
39,880

消防局 此花消防署 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　ロープ買入に伴う経費の支出について
27,000

消防局 此花消防署 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１０月分）支出について　管理費
5,183

消防局 此花消防署 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１０月分）支出について　運営費
26,842

消防局 中央消防署 平成26年10月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（８月分）の支出について（上町出張所）
3,926

消防局 中央消防署 平成26年10月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 自主検査実施通知用　郵送料の支出について
234,650

消防局 中央消防署 平成26年10月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（８月分）の支出について
14,906

消防局 中央消防署 平成26年10月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（中央１０）の修理に伴う経費の支出について
16,200

消防局 中央消防署 平成26年10月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９５）なにわ８００す・４０２９の左前部の方向指示器修繕に伴う経費の支出について
4,320

消防局 中央消防署 平成26年10月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（本署Ａ３５３）車載マイクの修繕に伴う経費の支出について
12,960

消防局 中央消防署 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　道頓堀出張所テレビアンテナ修繕に伴う経費の支出について
11,726

消防局 中央消防署 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　なにわ８００は・７９１　梯子車（Ｌ１）タイヤ４本交換に伴う経費の支出について
125,280

消防局 中央消防署 平成26年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　なにわ８００さ９９２１　小型タンク車（東雲ＳＴ１８０）真空ポンプオイルタンクゲージ修繕に伴う経費の支出について
13,662

消防局 中央消防署 平成26年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について９月分（管理費）
9,745

消防局 中央消防署 平成26年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について９月分（管理費）
977

消防局 中央消防署 平成26年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について９月分（管理費）
10,800

消防局 中央消防署 平成26年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について９月分（管理費）
3,780

消防局 中央消防署 平成26年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について９月分（管理費）
4,770

消防局 中央消防署 平成26年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について９月分（管理費）
82

消防局 中央消防署 平成26年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について９月分（運営費）
13,980

消防局 中央消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　指揮調査車（ＣＣ３０５）外消防車両２台　法定６ヶ月点検に伴う経費の支出について
11,016

消防局 中央消防署 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（７月分）の支出について（上町出張所）
3,580

消防局 中央消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
21,250

消防局 中央消防署 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（９月分）の支出について
15,330

消防局 中央消防署 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（９月分）の支出について（上町出張所）
4,213

消防局 西消防署 平成26年10月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
11,396

消防局 西消防署 平成26年10月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
3,888

消防局 西消防署 平成26年10月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
300

消防局 西消防署 平成26年10月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
758
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消防局 西消防署 平成26年10月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　運営費
3,021

消防局 西消防署 平成26年10月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　運営費
2,116

消防局 西消防署 平成26年10月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機　西１５の修理経費の支出について
16,200

消防局 西消防署 平成26年10月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　ダブルブレードカッター修理経費の支出について
51,840

消防局 西消防署 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
10,152

消防局 西消防署 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
164

消防局 西消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ゴム印２５点の購入経費の支出について
14,925

消防局 西消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２１２）作業灯修理
10,800

消防局 西消防署 平成26年10月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（９月分）の支出について
17,130

消防局 西消防署 平成26年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞（７月～９月分）購入に伴う経費の支出について
12,111

消防局 西消防署 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　エンジンカッター修理経費の支出について
10,130

消防局 西消防署 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットの洗濯代（７月～９月分）の支出について
12,236

消防局 西消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
13,740

消防局 西消防署 平成26年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 予防業務用　自転車用荷箱の購入経費の支出について
18,468

消防局 西消防署 平成26年10月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）　管理費
306

消防局 西消防署 平成26年10月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）　管理費
18,845

消防局 西消防署 平成26年10月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）　管理費
600

消防局 西消防署 平成26年10月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）　管理費
478

消防局 西消防署 平成26年10月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）　運営費
8,093

消防局 港消防署 平成26年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ（府立港高校配置）修理経費の支出について
29,160

消防局 港消防署 平成26年10月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 予防運動行事用　いきいき防火のつどい会場設営・撤去委託業務経費の支出について
91,800

消防局 港消防署 平成26年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１５０）ドアキャッチ交換修理経費の支出について
16,578

消防局 港消防署 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
12,415

消防局 港消防署 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
11,523

消防局 港消防署 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
3,460

消防局 港消防署 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
14,364

消防局 港消防署 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　毎日新聞（７月～９月分）経費の支出について
12,111

消防局 港消防署 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（９月分）支出について
11,710

消防局 港消防署 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２２０）エアコン水漏れ修理経費の支出について
27,205

消防局 港消防署 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５８）フロント左キャリパー取替修理経費の支出について
48,816

消防局 港消防署 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２２０）エアコン水漏れ修理の追加修理経費の支出について
61,884

消防局 港消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
11,770

消防局 港消防署 平成26年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットの洗濯代（７月～９月分）経費の支出について
5,400

消防局 大正消防署 平成26年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　三つ手ちりとりほか１点の購入に伴う経費の支出について
9,882

消防局 大正消防署 平成26年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　鶴町出張所ガス衣類乾燥機の修理に伴う経費に支出について
44,172

消防局 大正消防署 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（９月分）支出について（管理費）
8,704

消防局 大正消防署 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰戻金（９月分）支出について（管理費）
1,140

消防局 大正消防署 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（９月分）支出について（運営費）
712

消防局 大正消防署 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金への繰戻金（９月分）支出について（運営費）
3,942

消防局 大正消防署 平成26年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読料（７月～９月分）経費の支出について
12,111

消防局 大正消防署 平成26年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　強力２穴パンチほか１点購入に伴う経費の支出について
18,649

消防局 大正消防署 平成26年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（９月分）の支出について
12,578

消防局 大正消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
2,960

消防局 大正消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットの洗濯代（７月～９月）の支出について
3,348

消防局 大正消防署 平成26年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　台所用洗剤の購入に伴う経費の支出について
19,699

消防局 天王寺消防署 平成26年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　ロープ購入経費の支出について
66,960

消防局 天王寺消防署 平成26年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　天王寺消防署３階給湯器配管漏水修理に伴う経費の支出について
23,371

消防局 天王寺消防署 平成26年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車Ａ２８８エンジンオイルほか１点交換経費の支出について
5,940
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消防局 天王寺消防署 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（９月分）支出について　管理費
1,712

消防局 天王寺消防署 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（９月分）支出について　管理費
92

消防局 天王寺消防署 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（９月分）支出について　管理費
1,640

消防局 天王寺消防署 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（９月分）支出について　運営費
28,476

消防局 天王寺消防署 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（９月分）支出について　運営費
604

消防局 天王寺消防署 平成26年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　産経新聞（７月～９月分）購読経費の支出について
12,111

消防局 天王寺消防署 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布タオルケットのクリーニング（７～９月分）経費の支出について
24,192

消防局 天王寺消防署 平成26年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車Ａ３７１修理経費の支出について
8,174

消防局 天王寺消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費の支出について（９月分）
5,800

消防局 天王寺消防署 平成26年10月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（９月分）
13,159

消防局 天王寺消防署 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　洗濯機修理に伴う追加修理経費の支出について
13,716

消防局 天王寺消防署 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　洗濯機修理経費の支出について
14,472

消防局 浪速消防署 平成26年10月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　なにわ８００す１３９１（ＰＩ３１７）の６ヶ月定期点検に伴う経費の支出について
8,640

消防局 浪速消防署 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用右肩ベルトほか３点の購入に伴う経費の支出について
25,585

消防局 浪速消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（管理費）９月分
4,726

消防局 浪速消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（管理費）９月分
15,023

消防局 浪速消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（管理費）９月分
492

消防局 浪速消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（管理費）９月分
4,200

消防局 浪速消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（運営費）９月分
1,620

消防局 浪速消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（運営費）９月分
4,644

消防局 浪速消防署 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用ヘッドハーネスほか１点の購入に伴う経費の支出について
18,414

消防局 浪速消防署 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　ガス検知警報器の修理に伴う経費の支出について
32,400

消防局 浪速消防署 平成26年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機の複写料の支出について（９月分）
14,475

消防局 浪速消防署 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読費（７月～９月分）の支出について
12,111

消防局 浪速消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
3,010

消防局 西淀川消防署 平成26年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用 指揮車(CC309）､広報車(PI331)法定６ヶ月定期点検整備に伴う経費の支出について
26,751

消防局 西淀川消防署 平成26年10月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　署活動系携帯無線機（西淀川４５、５０）修理に伴う経費の支出について
32,400

消防局 西淀川消防署 平成26年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用 テプラテープカートリッジほか４点の買入に伴う経費の支出について
9,450

消防局 西淀川消防署 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用 トイレットペーパーほか４点の買入に伴う経費の支出について
33,156

消防局 西淀川消防署 平成26年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用 小型タンク車（ＳＴ２６６）タイヤ交換整備に伴う支出について
88,560

消防局 西淀川消防署 平成26年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
20,053

消防局 西淀川消防署 平成26年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
1,914

消防局 西淀川消防署 平成26年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
82

消防局 西淀川消防署 平成26年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　運営費
2,766

消防局 西淀川消防署 平成26年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　運営費
2,484

消防局 西淀川消防署 平成26年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用（７月～９月）４期ごとの新聞代の支出について
12,111

消防局 西淀川消防署 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットの洗濯代の経費に伴う支出について（７月～９月）
7,776

消防局 西淀川消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
16,110

消防局 西淀川消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機複写料（９月分）に伴う支出について
13,698

消防局 淀川消防署 平成26年10月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 自主検査実施通知用　郵送料経費の支出について
114,800

消防局 淀川消防署 平成26年10月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　ロープ（２００ｍ１巻）購入経費の支出について
52,920

消防局 淀川消防署 平成26年10月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２６３）車検整備の追加整備経費の支出について
56,160

消防局 淀川消防署 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（９月分管理費）支出について
4,620

消防局 淀川消防署 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（９月分管理費）支出について
14,204

消防局 淀川消防署 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 小口支払基金への繰戻金（９月分管理費）支出について
930

消防局 淀川消防署 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 小口支払基金への繰戻金（９月分管理費）支出について
14,580

消防局 淀川消防署 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（９月分管理費）支出について
1,273

消防局 淀川消防署 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（９月分管理費）支出について
1,232
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消防局 淀川消防署 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（９月分運営費）支出について
1,637

消防局 淀川消防署 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（９月分運営費）支出について
2,978

消防局 淀川消防署 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（淀川４０）修理経費の支出について
16,200

消防局 淀川消防署 平成26年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　消耗品（食器用洗剤ほか２点）購入経費の支出について
63,666

消防局 淀川消防署 平成26年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３２９）定期点検経費の支出について
4,320

消防局 淀川消防署 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器消耗品（肩パッドほか３点）購入経費の支出について
53,686

消防局 淀川消防署 平成26年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（９月分）支出について
22,165

消防局 淀川消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
33,660

消防局 淀川消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購入経費の支出について（７～９月分)
12,111

消防局 淀川消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３７３、Ａ８０３）タイヤ交換経費の支出について
90,720

消防局 淀川消防署 平成26年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　資材（ベニヤ板）購入経費の支出について
11,232

消防局 淀川消防署 平成26年10月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　資材（コンパネほか７点）購入経費の支出について
77,814

消防局 淀川消防署 平成26年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　救急隊毛布・タオルケット洗濯（７～９月分）の経費の支出について
20,972

消防局 東淀川消防署 平成26年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１９４）車検追加整備に伴う経費の支出について
50,436

消防局 東淀川消防署 平成26年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ゴム印ほか３点の買入に伴う経費の支出について
68,197

消防局 東淀川消防署 平成26年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　署設備用無線機（東淀川１００）修理に伴う経費の支出について
29,106

消防局 東淀川消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞の購入経費支出について（７月～９月分）
12,111

消防局 東淀川消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（９月分・管理費）
432

消防局 東淀川消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　東淀川消防署西淡路出張所オーバースライダー修理に伴う経費の支出について
51,732

消防局 東淀川消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰戻金の支出について（９月分・管理費）
13,176

消防局 東淀川消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（９月分・管理費）
1,496

消防局 東淀川消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（９月分・運営費）
6,373

消防局 東淀川消防署 平成26年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２４４）の修理について
16,578

消防局 東淀川消防署 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（９月分）の支出について
16,173

消防局 東淀川消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
36,390

消防局 東成消防署 平成26年10月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 自主検査実施通知用　郵便料の支出について
45,442

消防局 東成消防署 平成26年10月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　東成消防署起震車６か月定期点検経費の支出について
10,800

消防局 東成消防署 平成26年10月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　東成消防署起震車６か月定期点検追加整備経費の支出について
5,238

消防局 東成消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　東成消防署３階間仕切壁補修工事経費の支出について
183,600

消防局 東成消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　中本出張所浴室水栓修理経費の支出について
19,440

消防局 東成消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎維持管理用　中本出張所ガス衣類乾燥機修理経費の支出について
3,348

消防局 東成消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎維持管理用　洗濯機修理経費の支出について
13,392

消防局 東成消防署 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
12,377

消防局 東成消防署 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
324

消防局 東成消防署 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
748

消防局 東成消防署 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
26,304

消防局 東成消防署 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（９月分）の支出について
14,693

消防局 東成消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
7,810

消防局 東成消防署 平成26年10月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　東成消防署広報車（ＰＩ３０１）６か月定期点検経費の支出について
5,400

消防局 東成消防署 平成26年10月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　東成消防署ミニ消防車６か月定期点検経費の支出について
5,400

消防局 生野消防署 平成26年10月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 自主検査実施通知用　郵送料の支出について
59,214

消防局 生野消防署 平成26年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器腰パットほか３点購入経費の支出について
31,687

消防局 生野消防署 平成26年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３７２）右アウタミラーリトラクタ取替修理経費の支出について
19,612

消防局 生野消防署 平成26年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　４００ＭＨｚ携帯無線機（中川１０）ほか１点修理経費の支出について
32,400

消防局 生野消防署 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３３３）定期点検整備等経費の支出について
5,400

消防局 生野消防署 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
26,024

消防局 生野消防署 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
2,200

消防局 生野消防署 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
328
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消防局 生野消防署 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
140

消防局 生野消防署 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
12,043

消防局 生野消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　高圧ガス容器(空気)修理経費の支出について
4,320

消防局 生野消防署 平成26年10月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（９月分）
12,228

消防局 生野消防署 平成26年10月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　台所用漂白剤ほか８点買入経費の支出について
86,400

消防局 生野消防署 平成26年10月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１６２）タイヤ交換経費の支出について
31,752

消防局 生野消防署 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　生野消防署勝山出張所２階北側待機室通路照明スイッチ修理経費の支出について
21,060

消防局 生野消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費の支出について（９月分）
12,240

消防局 生野消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３３３）定期点検追加整備等経費の支出について
76,680

消防局 生野消防署 平成26年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　読売新聞購読料(７月～９月)の支出について
12,111

消防局 旭消防署 平成26年10月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 自主検査実施通知用　郵送料の支出について
32,984

消防局 旭消防署 平成26年10月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１８６）ドライブレコーダー修理経費の支出について
67,500

消防局 旭消防署 平成26年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用広報車（ＰＩ５０５）指揮・調査車（ＣＣ３１６）定期点検経費の支出について
10,368

消防局 旭消防署 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　旭消防署３階食堂排水管詰り修理経費の支出について
48,600

消防局 旭消防署 平成26年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
328

消防局 旭消防署 平成26年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
1,180

消防局 旭消防署 平成26年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
3,700

消防局 旭消防署 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　旭消防署赤川出張所ガレージ内蛍光灯器具ほか１点取替修理経費の支出について
30,240

消防局 旭消防署 平成26年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機料（９月分）経費の支出について
15,279

消防局 旭消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費の支出について（９月分）
11,240

消防局 旭消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読料（７月～９月）経費の支出について
12,111

消防局 旭消防署 平成26年10月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　旭消防署２階待機室空調機修理経費の支出について
21,600

消防局 旭消防署 平成26年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎管理用　旭消防署２階事務所シュレッダー修理経費の支出について
37,260

消防局 城東消防署 平成26年10月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 自主検査実施通知用　郵送料の支出について
33,129

消防局 城東消防署 平成26年10月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　災害用簡易トイレ買入の経費支出について
48,232

消防局 城東消防署 平成26年10月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（関目１５）修理の経費支出について
16,200

消防局 城東消防署 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
13,876

消防局 城東消防署 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
2,500

消防局 城東消防署 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
1,230

消防局 城東消防署 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
24,236

消防局 城東消防署 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３８０）バックモニター修理の経費支出について
45,144

消防局 城東消防署 平成26年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　城東消防署浴室水栓取替修理の経費支出について
21,600

消防局 城東消防署 平成26年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３８０）ヘッドランプバルブ取替修理の経費支出について
20,196

消防局 城東消防署 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品(９月分)の購入経費の支出について
15,580

消防局 城東消防署 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットのクリーニング（７月～９月分）に伴う経費の支出について
10,800

消防局 城東消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
7,900

消防局 城東消防署 平成26年10月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３２０）ほか２点のタイヤ交換修理の経費支出について
102,384

消防局 城東消防署 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読料（７月分～９月分）の経費支出について
12,111

消防局 鶴見消防署 平成26年10月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車両等（Ｌ１１）梯子装置修理経費の支出について
30,240

消防局 鶴見消防署 平成26年10月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットのクリーニング（７～９月分）の経費の支出について
8,316

消防局 鶴見消防署 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車両等（ＰＩ３０７）６カ月定期点検経費の支出について
5,940

消防局 鶴見消防署 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
7,663

消防局 鶴見消防署 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
3,649

消防局 鶴見消防署 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
3,240

消防局 鶴見消防署 平成26年10月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車両等（Ａ２９０）エンジンオイル交換経費の支出について
8,100

消防局 鶴見消防署 平成26年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（９月分）の経費の支出について
12,710

消防局 鶴見消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費の支出について（９月分）
3,360

消防局 鶴見消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞（７～９月分）購読経費の支出について
12,111
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消防局 鶴見消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車両等（Ａ２９４）タイヤ交換経費の支出について
24,840

消防局 阿倍野消防署 平成26年10月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 自主検査通知用　郵送料の支出について
42,782

消防局 阿倍野消防署 平成26年10月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　コンパネ外８点の購入並びに同経費の支出について
110,246

消防局 阿倍野消防署 平成26年10月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１８７）の修繕並びに同経費の支出について
35,748

消防局 阿倍野消防署 平成26年10月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　高所活動車（ＬＴ１）の修繕経費の支出について
72,252

消防局 阿倍野消防署 平成26年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３２６）の定期点検整備経費の支出について
4,320

消防局 阿倍野消防署 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３３２）の定期点検整備経費の支出について
7,560

消防局 阿倍野消防署 平成26年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
10,607

消防局 阿倍野消防署 平成26年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
3,100

消防局 阿倍野消防署 平成26年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
10,770

消防局 阿倍野消防署 平成26年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
912

消防局 阿倍野消防署 平成26年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
4,200

消防局 阿倍野消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３７４）のオイル交換経費の支出について
5,940

消防局 阿倍野消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６１）のタイヤ交換経費の支出について
23,760

消防局 阿倍野消防署 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　補給車（ＳＣ２２）の定期点検整備経費の支出について
5,940

消防局 阿倍野消防署 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読料（７月～９月）経費の支出について
12,111

消防局 阿倍野消防署 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　蛍光ランプＡ外１点の購入経費の支出について
19,872

消防局 阿倍野消防署 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　阪南出張所通信機械室空調設備の修繕に伴う経費の支出について
29,478

消防局 阿倍野消防署 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（阿倍野５）の修理経費の支出について
18,900

消防局 阿倍野消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
31,400

消防局 阿倍野消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　複写機複写料（９月分）経費の支出について
14,778

消防局 阿倍野消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ６２）のタイヤ交換並びに同経費の支出について
30,196

消防局 住之江消防署 平成26年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　布担架ほか１点買入並びに同経費の支出について
60,480

消防局 住之江消防署 平成26年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５６）ヘッドランプバルブ交換に伴う経費の支出について
35,856

消防局 住之江消防署 平成26年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　ドライスーツ修理（２）経費の支出について
11,988

消防局 住之江消防署 平成26年10月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 船舶整備用　船舶用消火器買入に伴う経費の支出について
18,360

消防局 住之江消防署 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレ用洗剤ほか４点買入経費の支出について
39,493

消防局 住之江消防署 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　南京錠買入経費の支出について
4,384

消防局 住之江消防署 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５６）エアコンパネル照明修理に伴う経費の支出について
7,344

消防局 住之江消防署 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（南港１５）修理並びに同経費の支出について
16,200

消防局 住之江消防署 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　ガス検知器修理経費の支出について
32,724

消防局 住之江消防署 平成26年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　本署朝夕刊新聞購読料（７月～９月分）の支出について
12,111

消防局 住之江消防署 平成26年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 庁舎維持管理用　南港出張所プロパンガス使用料（９月分）並びに同経費の支出について
40,965

消防局 住之江消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
3,250

消防局 住之江消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
420

消防局 住之江消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
1,020

消防局 住之江消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
3,240

消防局 住之江消防署 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
4,860

消防局 住之江消防署 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機複写料（９月分）経費の支出について
15,552

消防局 住之江消防署 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　強力ライトバッテリー買入に伴う経費の支出について
17,280

消防局 住之江消防署 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　三連梯子つめ買入に伴う経費の支出について
6,264

消防局 住之江消防署 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助車（Ｒ８５）タイヤ交換経費の支出について
44,496

消防局 住之江消防署 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　救急隊用毛布・タオルケット洗濯料（７～９月分）に伴う経費の支出について
14,256

消防局 住之江消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
24,110

消防局 住之江消防署 平成26年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３２８）１２ヶ月定期点検整備等経費の支出について
10,281

消防局 住之江消防署 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ修理（２）経費の支出について
30,780

消防局 住吉消防署 平成26年10月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 自主検査実施通知用　郵送料の支出について
61,249

消防局 住吉消防署 平成26年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　半自動除細動器修理の支出について
97,200
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消防局 住吉消防署 平成26年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　住吉消防署小便器修理に伴う経費の支出について
10,692

消防局 住吉消防署 平成26年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎衛生管理用　住吉消防署温水洗浄便座修理に伴う経費の支出について
14,148

消防局 住吉消防署 平成26年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３４６）６ヶ月点検に伴う経費の支出について
13,608

消防局 住吉消防署 平成26年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 救急車（Ａ２８２）自動車整備用　クーラー修理に伴う経費の支出について
119,610

消防局 住吉消防署 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３４６）６ヶ月点検の追加整備に伴う経費の支出について
36,644

消防局 住吉消防署 平成26年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
7,474

消防局 住吉消防署 平成26年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
15,120

消防局 住吉消防署 平成26年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
174

消防局 住吉消防署 平成26年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
1,918

消防局 住吉消防署 平成26年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
2,764

消防局 住吉消防署 平成26年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
1,490

消防局 住吉消防署 平成26年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
7,128

消防局 住吉消防署 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　住吉消防署大便器修理に伴う経費の支出について
28,944

消防局 住吉消防署 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式デジタル複合機複写料（９月分）の支出について
14,830

消防局 住吉消防署 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　産経新聞（７月～９月分）購読に伴う経費の支出について
12,111

消防局 住吉消防署 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 梯子車（Ｌ１９）自動車整備用　インターホンアンプ修理に伴う経費の支出について
32,400

消防局 住吉消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
14,500

消防局 東住吉消防署 平成26年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１７６)助手席パワーウインド修理経費の支出について
36,936

消防局 東住吉消防署 平成26年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３０６）ほか１台定期点検にかかる経費の支出について
21,384

消防局 東住吉消防署 平成26年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（東住吉４）修理経費の支出について
16,200

消防局 東住吉消防署 平成26年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（９月分）支出について　管理費
13,097

消防局 東住吉消防署 平成26年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（９月分）支出について　管理費
492

消防局 東住吉消防署 平成26年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（９月分）支出について　運営費
972

消防局 東住吉消防署 平成26年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰戻金（９月分）支出について　運営費
4,320

消防局 東住吉消防署 平成26年10月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購入（７月～９月分）にかかる経費の支出について
12,111

消防局 東住吉消防署 平成26年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（９月分）の支出について
12,823

消防局 東住吉消防署 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケット洗濯（７月～９月分）にかかる経費の支出について
14,472

消防局 東住吉消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
21,670

消防局 東住吉消防署 平成26年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６４)ヘッドランプバルブ取替経費の支出について
35,683

消防局 平野消防署 平成26年10月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 自主検査通知用　郵送料の支出について
89,600

消防局 平野消防署 平成26年10月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１１８)ラジエーター等交換に伴う経費の支出について
61,603

消防局 平野消防署 平成26年10月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパーほか６点の購入に伴う経費の支出について
80,611

消防局 平野消防署 平成26年10月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　所轄指揮車（CC314）及び広報車（PI327）の６カ月点検に伴う経費の支出について
9,720

消防局 平野消防署 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１１８)エンジンフロント部ヒーターホース及びパイプ交換に伴う経費の支出について
16,610

消防局 平野消防署 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
8,730

消防局 平野消防署 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（９月分）の支出について
14,487

消防局 平野消防署 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
1,148

消防局 平野消防署 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
13,514

消防局 平野消防署 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
4,914

消防局 平野消防署 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
3,200

消防局 平野消防署 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　スチール印箱ほか１０点の購入経費の支出について
19,045

消防局 平野消防署 平成26年10月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用毛布・タオルケットの洗濯代（７月～９月分）並びに同経費の支出について
20,736

消防局 平野消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
28,610

消防局 平野消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購入並びに同経費の支出について（7月～9月分）
12,111

消防局 平野消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急自動車（Ａ２９８)バックドアステー取替に伴う経費の支出について
18,576

消防局 平野消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（加美正覚寺１５）ハンドマイクの修理に伴う経費の支出について
16,200

消防局 西成消防署 平成26年10月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 自主検査実施通知用　郵送料の支出について
65,504

消防局 西成消防署 平成26年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　蛍光灯外６点購入に伴う経費の支出について
88,117
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消防局 西成消防署 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（８月分）に伴う経費の支出について
17,939

消防局 西成消防署 平成26年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
14,651

消防局 西成消防署 平成26年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
14,688

消防局 西成消防署 平成26年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
1,534

消防局 西成消防署 平成26年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
3,482

消防局 西成消防署 平成26年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
4,752

消防局 西成消防署 平成26年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
2,000

消防局 西成消防署 平成26年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ２台修理に伴う経費の支出について
38,880

消防局 西成消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費の支出について（９月分）
16,760

消防局 西成消防署 平成26年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（９月分）に伴う経費の支出について
12,705

消防局 西成消防署 平成26年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用（所轄指揮車ＣＣ３２４及び広報車ＰＩ３４２）６ヶ月定期点検に伴う経費の支出について
9,028

消防局 西成消防署 平成26年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ１台修理に伴う経費の支出について
24,840

消防局 水上消防署 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３３９）６ヶ月定期点検経費の支出について
3,132

消防局 水上消防署 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３３５）６ヶ月定期点検経費の支出について
3,132

消防局 水上消防署 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
4,000

消防局 水上消防署 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
164

消防局 水上消防署 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
2,540

消防局 水上消防署 平成26年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 潜水救助活動用　潜水器具の分解修理点検経費の支出について
46,440

消防局 水上消防署 平成26年10月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（９月分）経費の支出について
11,975

消防局 水上消防署 平成26年10月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読料経費の支出について（７月～９月分）
12,111

消防局 水上消防署 平成26年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 潜水救助活動用　潜水器具分解修理点検の追加整備経費の支出について
31,968

消防局 水上消防署 平成26年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
8,940

消防局 救急課 平成26年10月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動用　感染防止衣　長期借入における支出について（７月分）
1,361,514

消防局 救急課 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用電話料金の支出について（９月分）
23,608

消防局 救急課 平成26年10月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用電話料金（FAX)の支出について（９月分）
2,765

消防局 救急課 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 救急資器材（精密医療機器）点検業務委託経費の支出について
3,096,792

消防局 救急課 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 救急安心センターおおさか医師・看護師救急医療相談業務委託（長期継続契約）経費の支出について（９月分）
11,658,725

消防局 救急課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 市民啓発用　平成２６年度応急手当普及啓発業務委託に係る経費の支出について（9月分）
5,764,950

消防局 救急課 平成26年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動用ヒートシーラーの購入経費の支出について
279,720

消防局 救急課 平成26年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動用　食道閉鎖式エアウェイ（ＬＴＳ）の購入経費の支出について
6,246,720

消防局 救急課 平成26年10月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 救急活動用　救急資器材滅菌処理業務委託（概算契約）経費（第２四半期分）の支出について
1,639,656

消防局 救急課 平成26年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 救急活動用　感染防止衣　長期借入における支出について（８月分）
1,291,752

消防局 救急課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動用　傷病者搬送票ほか１点の印刷経費の支出について
468,072

消防局 救急課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用＃７１１９利用料金の支出について（９月分）
77,976

消防局 救急課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用インターネット回線使用料の支出について（１０月分）
5,778

消防局 救急課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用メールサーバー使用料の支出について（１０月分）
5,054

消防局 企画課 平成26年10月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 火災予防普及用　平成26年度「大阪消防」データ作成・編集等の業務委託料の支出について（第２四半期分）
226,800

危機管理室 危機管理課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 災害対策用阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）電気使用料（８月分）の支出について
106,374

危機管理室 危機管理課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 帰宅困難者対策経営トップセミナーの事前説明に伴う出張に係る旅費の支出について
28,500

危機管理室 危機管理課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 エリアメール配信用ＩＳＰ利用料（８月利用分）の支出について
3,888

危機管理室 危機管理課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システム用ＩＳＰ利用料（８月分）の支出について
70,794

危機管理室 危機管理課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　建物修繕料 災害対策用職員住宅(国分寺)にかかる水栓修繕
10,692

危機管理室 危機管理課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室運営事務用大雨洪水警報対応のための参集に伴うタクシー乗車料金の立替払いについて（９月２４日　１名）
1,800

危機管理室 危機管理課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 大阪市総合防災訓練用熱中症対策飲料水の購入にかかる経費の支出について
23,490

危機管理室 危機管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理訓練用複写紙の購入にかかる経費の支出について
16,200

危機管理室 危機管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 小災害対策用旭備蓄倉庫にかかる電気使用料（８月使用分）の支出について
34,703

危機管理室 危機管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用職員住宅（アーバンヒル上町）電話回線使用料等（９月分）の支出について
2,768

危機管理室 危機管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度大阪市総合防災訓練要員搬送及び支援物資返却のための乗用車高速道路通行料の立替払に伴う支出について
4,330
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危機管理室 危機管理課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 災害対策用職員住宅にかかる電気料金（９月分）の支出について
303

危機管理室 危機管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用職員住宅（エルベノームさくら15）電話回線使用料等（９月分）の支出について
2,768

危機管理室 危機管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システム管理端末の無線回線用データ通信使用料（８月分）の支出について
13,380

危機管理室 危機管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市総合防災訓練実働訓練用要員搬送及び資材搬送のための乗用車賃貸に伴う経費の支出について
62,640

危機管理室 危機管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 危機管理室運営事務用市内・近接管外出張交通費（９月分）の支出について
16,530

危機管理室 危機管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 危機管理室運営事務用市内・近接管外出張交通費（９月分）の支出について
27,666

危機管理室 危機管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 大阪市総合防災訓練用熱中症対策クーラーボックスの購入にかかる経費の支出について
59,400

危機管理室 危機管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市総合防災訓練実働訓練参加者人員搬送業務委託に伴う経費の支出について
86,400

危機管理室 危機管理課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 災害対策用職員住宅にかかる水道料金（10月分）の支出について
1,620

危機管理室 危機管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理訓練用地図の購入にかかる経費の支出について
25,984

危機管理室 危機管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 災害対策用デジタルＭＣＡ無線制御局利用料の支出について（１０月分）
3,019,184

危機管理室 危機管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 大阪市総合防災訓練用舞洲埋立土地賃貸料に伴う経費の支出について
239,751

危機管理室 危機管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用阿倍野防災拠点用携帯電話使用料（９月分）の支出について
23,255

危機管理室 危機管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用阿倍野防災拠点用携帯電話使用料（９月分）の支出について
5,976

危機管理室 危機管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 危機管理対策用帰宅困難者対策トップセミナーにかかる会場使用に伴う経費の支出について
56,170

危機管理室 危機管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報償費　報償金 危機管理対策用帰宅困難者対策経営トップセミナーにかかる謝礼金の支出について
23,080

危機管理室 危機管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報償費　報償金 危機管理対策用帰宅困難者対策経営トップセミナーにかかる謝礼金の支出について
42,460

危機管理室 危機管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報償費　報償金 危機管理対策用帰宅困難者対策経営トップセミナーにかかる謝礼金の支出について
45,160

危機管理室 危機管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 地域防災活動アドバイザー事業用及び自主防災組織力の向上に向けたコーディネーター事業用市内・近接管外出張旅費（９月分）の支出について
94,160

危機管理室 危機管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 地域防災活動アドバイザー事業用及び自主防災組織力の向上に向けたコーディネーター事業用市内・近接管外出張旅費（９月分）の支出について
28,440

危機管理室 危機管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用朝日新聞の購読について（７月から９月分）
12,111

危機管理室 危機管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用産経新聞の購読について（７月から９月分）
12,111

危機管理室 危機管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用読売新聞の購読にかかる経費の支出について（７月から９月分）
12,111

危機管理室 危機管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用毎日新聞・日本経済新聞の購読にかかる経費の支出について（７月から９月分）
25,638

危機管理室 危機管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 災害対策用防災行政無線中継局（スイスホテル）電気料金（９月分）の支出について
45,347

危機管理室 危機管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理対策用　危機管理情報システムツイッター対応業務について（９月分）
12,960

危機管理室 危機管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 全国瞬時警報システムＬＧＷＡＮ接続機器保守業務にかかる委託料の支出について（９月分）
13,824

危機管理室 危機管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理情報システムの運用業務にかかる委託料の支出について（９月分）
263,520

危機管理室 危機管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式長期借入にかかる支出について（９月分）
10,123

危機管理室 危機管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式　長期借入にかかる支出について（９月分）
73,733

危機管理室 危機管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用プリンタの賃貸借にかかる支出について（９月分）
1,036

危機管理室 危機管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 防災行政無線装置設置に伴う使用料の支出について（スイスホテル南海大阪）（１０月分）
504,792

危機管理室 危機管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成26年度阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（９月分）
135,604

危機管理室 危機管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 大阪市総合防災訓練用真砂土外１点の購入にかかる経費の支出について
31,860

危機管理室 危機管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用コピー代金の支出について（９月分）
74,588

危機管理室 危機管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 地域防災活動アドバイザー事業用コピー代金の支出について（９月分）
40,000

危機管理室 危機管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　燃料費 危機管理室緊急自動車にかかる燃料代の支出について（８月分）
24,226

危機管理室 危機管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　燃料費 危機管理室緊急自動車にかかる燃料代の支出について（８月分）
306

危機管理室 危機管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 災害対策用阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）電気使用料（９月分）の支出について
108,415

危機管理室 危機管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 防災行政無線装置設置（大阪府咲洲庁舎）にかかる電気料金（８月分）の支出について
15,436

危機管理室 危機管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（９月分）
291

危機管理室 危機管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（９月分）
679

危機管理室 危機管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（９月分）
1,174

危機管理室 危機管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（９月分）
7,820

危機管理室 危機管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用気象情報取り込みにかかる電話回線使用料（９月利用分）の支出について
32,300

危機管理室 危機管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（９月分）
840

危機管理室 危機管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 衛星携帯電話回線使用料（９月分）の支出について
104,000

危機管理室 危機管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用ヘリコプター映像受信設備回線使用料（９月分）の支出について
140,400
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危機管理室 危機管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（９月分）
522

危機管理室 危機管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 エリアメール配信用回線使用料（９月分）の支出について
2,064

危機管理室 危機管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 全国瞬時警報システム回線使用料（９月分）の支出について
16,350

危機管理室 危機管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（９月分）
1,087

危機管理室 危機管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システムネットワーク回線使用料（９月利用分）の支出について
324,378

危機管理室 危機管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（９月分）
3,730

危機管理室 危機管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（９月分）
97

危機管理室 危機管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 平成26年度阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（９月分）
446,552

危機管理室 危機管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 危機管理室緊急自動車にかかる高速道路通行料（ＥＴＣ）の支出について（８月分）
11,580

危機管理室 危機管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅（バルトワン３１１号）賃借料の支出について（１１月分）
85,000

危機管理室 危機管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 防災行政無線装置設置に伴う使用料の支出について（大阪府咲洲庁舎）（１１月分）
191,235

危機管理室 危機管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成26年度阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（９月分）
94,923

危機管理室 危機管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 平成26年度阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（９月分）
111,321

市政改革室 総合調整担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 パイプロット刃外７点の購入及び同経費の支出について
24,753

市政改革室 総合調整担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 旅費　普通旅費 市政改革室業務用　市内等出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
21,482

市政改革室 総合調整担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　毎日新聞外１点の購読にかかる経費の支出について（第２四半期分）
25,638

市政改革室 総合調整担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度庁内利用カラープリンター等機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成２６年９月分）
10,886

市政改革室 総合調整担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成２６年９月分）
69,925

市政改革室 総合調整担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成２６年９月分）
6,993

市政改革室 総合調整担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 市政改革室業務用　後納郵便料（平成２６年９月分）の支払いについて
7,670

市政改革室 総合調整担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代の支出について（総合調整側・平成２６年９月分）
32,491

市政改革室 総合調整担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代の支出について（PDCA側・平成２６年９月分）
29,634

市政改革室 事業再構築担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 報償費　報償金 平成26年度第１回大阪市建設事業評価有識者会議の実施（９月22日）に係る経費の支出について
123,345

市政改革室 事業再構築担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 報償費　報償金 平成26年度第２回大阪市建設事業評価有識者会議の実施（10月14日）に係る経費の支出について
123,345

市政改革室 事業再構築担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度第１回建設事業評価有識者会議（９月22日）の会議録作成業務に係る支出について
14,742

市政改革室 ＰＤＣＡ担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 委託料　委託料 平成26年度インターネットアンケート調査業務委託（ＭＲワクチン接種に関する市民意識調査）にかかる経費の支出について
295,164

市政改革室 ＰＤＣＡ担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 委託料　委託料 平成26年度インターネットアンケート調査業務委託（「救急安心センターおおさか」に関する市民意識調査）にかかる経費の支出について
179,280

市政改革室 ＰＤＣＡ担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 世論調査用　受取人払郵便料金の支出について（9月分）
78,110

契約管財局 契約課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「現行日本法規追録１０４７２－１０５０３号」ほか１点の購入経費の支出について
98,992

契約管財局 契約課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年９月分）
10,119

契約管財局 契約課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用市内出張交通費（８、９月分）の支出について
2,730

契約管財局 契約課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務及び管財事務用後納郵便料金の支出について（平成26年９月分）
44,835

契約管財局 契約課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 契約管財局事務室（オーク200ビル）庁舎清掃業務委託経費の支出について（平成26年９月分）
932,383

契約管財局 契約課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（平成26年９月分）
7,084

契約管財局 契約課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用プリンタ長期借入経費の支出について（平成26年９月分）
23,522

契約管財局 契約課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等長期借入経費の支出について（平成26年９月分）
245,950

契約管財局 契約課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（平成26年９月分）
23,652

契約管財局 契約課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等長期借入経費の支出について(平成26年９月分)
89,738

契約管財局 契約課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（平成26年９月分）
8,877

契約管財局 契約課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（平成26年９月分）
31,399

契約管財局 契約課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 契約管財局事務室（オーク200ビル）にかかる賃料及び共益費の支出について（10月分）
14,471,249

契約管財局 契約課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 契約事務用「大都市契約事務協議会」にかかる会費の支出について（平成２６年１０月２４日分)
3,000

契約管財局 契約課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 契約事務用「大都市契約事務協議会」にかかる会費の支出について
3,000

契約管財局 契約課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 契約事務及び管財事務用等コピー代の支出について（平成26年９月分）
163,698

契約管財局 契約課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「現代契約書式要覧２０４号」ほか３点の購入経費の支出について
15,352

契約管財局 契約課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 オーク200ビル事務室にかかる電気・空調料金の支出について（平成26年９月分）
1,793,859

契約管財局 契約課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約管財局事務室設置分の電話機にかかる通話料金の支出について（平成26年９月分）
67,786

契約管財局 契約課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用　市内出張等交通費の支出について（９月分）
4,170
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契約管財局 契約課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「地方自治７月号ほか19点」の購入経費の支出について
26,391

契約管財局 契約制度課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 契約事務用「弁護士に対する法律相談」にかかる報償費の支出について
27,000

契約管財局 契約制度課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 契約事務用「地方公共団体　契約実務の要点」追録購入にかかる需用費の支出について
9,080

契約管財局 契約制度課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムクライアント機器等長期借入」に係る賃借料の支出について（平成26年9月分）
208,029

契約管財局 契約制度課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 契約事務用「ＮＯＭＡ行政管理講座」の参加及び同経費の支出について
34,560

契約管財局 契約制度課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムサーバ機器等長期借入」に係る賃借料の支出について（平成26年9月分）
7,487,888

契約管財局 契約制度課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システム各局展開クライアント機器長期借入」に係る賃借料の支出について（平成26年9月分）
26,071

契約管財局 契約制度課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システム各局展開クライアント機器等長期借入」に係る賃借料の支出について（平成26年9月分）
333,720

契約管財局 契約制度課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 契約事務用「大都市契約事務協議会」にかかる会費の支出について
3,000

契約管財局 契約制度課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成26年9月分）
25,056

契約管財局 契約制度課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成26年9月分）
199,582

契約管財局 契約制度課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成26年9月分）
156,222

契約管財局 契約制度課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成26年9月分）
16,815

契約管財局 管財課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電気使用料の支出について（８月分）
1,266

契約管財局 管財課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電話回線使用料の支出について（９月分）
4,456

契約管財局 管財課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,360

契約管財局 管財課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
734

契約管財局 管財課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,130

契約管財局 管財課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,000

契約管財局 管財課 平成26年10月21日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（平成26年11月入札－５）
299,160

契約管財局 管財課 平成26年10月21日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（平成26年11月入札－１）
831,600

契約管財局 管財課 平成26年10月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（平成26年11月入札－３）
243,180

契約管財局 管財課 平成26年10月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（平成26年11月入札－４）
636,120

契約管財局 管財課 平成26年10月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（平成26年11月入札－３）
135,900

契約管財局 管財課 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（平成26年11月入札－２ー２）
1,785,240

契約管財局 管財課 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（平成26年11月入札－２ー１）
1,800,360

契約管財局 管財課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 「もと津守浄水場機械警備業務委託　長期継続」の経費の支出について（９月分）
27,000

契約管財局 管財課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 財産台帳情報提供システム機器一式の借入にかかる経費の支出について（９月分）
2,484

契約管財局 管財課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市有地活用支援システム機器一式の借入にかかる経費の支出について（９月分）
83,808

契約管財局 管財課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公有財産台帳管理システム用サーバ機等一式の長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
111,088

契約管財局 管財課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 管財事務用判例不動産取引事例解説集の追録の購読に係る経費の支出について
4,419

契約管財局 管財課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 十三地区賃貸地法律相談等の委任契約にかかる着手金の支出について
324,000

契約管財局 管財課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 管財事務用市内等出張交通費の支出について（８月追加分）
320

契約管財局 管財課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 管財事務用市内等出張交通費の支出について（９月分）
6,480

契約管財局 管財課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 管財事務用市内等出張交通費の支出について（９月分）
31,080

契約管財局 管財課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電気使用料の支出について（９月分）
1,258

契約管財局 管財制度課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度非常勤嘱託職員弁護士報酬の支出について
40,400

契約管財局 管財制度課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 「大阪市の指定管理者制度検証に関する有識者相談業務委託契約」に基づく大阪市指定管理者制度検証アンケート（その①）作成の助言に伴う報酬の支出について
17,285

契約管財局 管財制度課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 第744回大阪市不動産評価審議会に係る委員報酬の支出について
112,035

契約管財局 管財制度課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 第90回大都市管財事務主管者会議に係る旅費の支出について
59,960

契約管財局 管財制度課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 第90回大都市管財事務主管者会議出席に係る負担金の支出について
6,000

契約管財局 審査課 平成26年10月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 負担金、補助及交付金　会費 用地事務用　近畿地区用地対策連絡協議会　平成２６年度　用地事務職員　専門研修（平成２６年９月９日～１２日）の参加及び同経費の支出について
7,455

契約管財局 審査課 平成26年10月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 負担金、補助及交付金　会費 (NO.H26-1014)用地事務用　国土交通大学　平成２６年度　専門課程　用地指導研修にかかる研修経費の支出について（研修テキスト代　その１）
8,078

契約管財局 審査課 平成26年10月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 負担金、補助及交付金　会費 （No.260028）用地事務用　国土交通大学　平成２６年度　専門課程　用地指導研修にかかる研修経費の支出について（研修テキスト代　その２）
87

契約管財局 審査課 平成26年10月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　会費 （No.260028）用地事務用　国土交通大学　平成２６年度　専門課程　用地指導研修にかかる研修経費の支出について（研修テキスト代　その２）
36

契約管財局 審査課 平成26年10月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　会費 用地事務用　近畿地区用地対策連絡協議会　平成２６年度　用地事務職員　専門研修（平成２６年９月９日～１２日）の参加及び同経費の支出について
3,045

契約管財局 審査課 平成26年10月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　会費 (NO.H26-1014)用地事務用　国土交通大学　平成２６年度　専門課程　用地指導研修にかかる研修経費の支出について（研修テキスト代　その１）
3,300

契約管財局 審査課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 公共用地取得に係る新たな手法の検討のための他都市状況ヒアリングに伴う出張及び同管外出張旅費の支出について
28,710
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契約管財局 審査課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 公共用地取得に係る新たな手法の検討のための他都市状況ヒアリングに伴う出張及び同管外出張旅費の支出について
28,710

契約管財局 審査課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
400

契約管財局 審査課 平成26年10月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　特別旅費 用地事務用　国土交通大学校　平成26年度　専門課程　用地（Ⅱ期）研修への参加並びに管外出張旅費の支出について（平成26年10月15日～10月31日）
51,340

契約管財局 審査課 平成26年10月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
4,095

契約管財局 審査課 平成26年10月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「用地補償実務六法　平成２７年版」の購入経費の支出について
6,626

契約管財局 審査課 平成26年10月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「事項別　建築基準法規実務事典６６号外１点」の購入経費の支出について
8,417

契約管財局 審査課 平成26年10月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
1,044

契約管財局 審査課 平成26年10月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「用地補償実務六法　平成２７年版」の購入経費の支出について
2,706

契約管財局 審査課 平成26年10月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「事項別　建築基準法規実務事典６６号外１点」の購入経費の支出について
3,438

契約管財局 審査課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
1,221

契約管財局 審査課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
7,525

契約管財局 審査課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年９月分）
484

契約管財局 審査課 平成26年10月22日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「問答式　土地・建物売買の実務１５９号外１０点」の購入経費の支出について
33,653

契約管財局 審査課 平成26年10月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「問答式　土地・建物売買の実務１５９号外１０点」の購入経費の支出について
13,745

契約管財局 審査課 平成26年10月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 審査・用地事務市内出張等用旅費の支出について（平成２６年９月分）
69,503

契約管財局 審査課 平成26年10月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 負担金、補助及交付金　会費 用地事務用　大阪府用地対策連絡協議会　平成２６年度　　第２回研修会（不動産関連法規研修　平成２６年10月３日）の参加及び同経費の支出について
8,282

契約管財局 審査課 平成26年10月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 審査・用地事務市内出張等用旅費の支出について（平成２６年９月分）
28,389

契約管財局 審査課 平成26年10月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　会費 用地事務用　大阪府用地対策連絡協議会　平成２６年度　　第２回研修会（不動産関連法規研修　平成２６年10月３日）の参加及び同経費の支出について
3,383

契約管財局 審査課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市補償審査委員会に係る報酬（10月分）について
80,025

契約管財局 審査課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 用地事務用　平成２６年度全国用対連セミナーへの参加並びに管外出張旅費の支出について（１０月２９日～３０日）
58,200

契約管財局 審査課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 大都市管財事務主管者会議（平成26年10月31日）の管外出張旅費の支出について
29,980

契約管財局 審査課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 大都市管財事務主管者会議（平成26年10月31日）の管外出張旅費の支出について
29,980

契約管財局 審査課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 平成26年度用地部法律相談の報償金の支出について（9月分）
32,400

契約管財局 審査課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 用地事務用　大都市管財事務主管者会議（平成26年10月31日）の参加及び同経費の支出について
6,000

契約管財局 審査課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 生野第１住宅地区改良事業に伴う借地権放棄契約及び物件除却補償契約に向けた補償説明並びに管外出張旅費の支出について
6,000

契約管財局 審査課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 生野第１住宅地区改良事業に伴う借地権放棄契約及び物件除却補償契約にもとづく建物除却協議並びに管外出張旅費の支出について
6,080

契約管財局 用地課 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 学校用地買収事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
43,200

契約管財局 用地課 平成26年10月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業にかかる不動産鑑定業務委託料の支出について
379,080

契約管財局 用地課 平成26年10月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　占有者立退補償金の支出について（前金払）
1,588,950

契約管財局 用地課 平成26年10月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 都市計画事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
1,216,080

契約管財局 用地課 平成26年10月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定委託料の支出について
271,080

契約管財局 用地課 平成26年10月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　占有者立退補償金の支出について（前金払）
642,600

契約管財局 用地課 平成26年10月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　占有者立退補償金の支出について（前金払）
2,367,400

契約管財局 用地課 平成26年10月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　占有者立退補償金の支出について（前金払）
1,897,400

契約管財局 用地課 平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 平成26年度移転補償に係る物件調査等業務委託（単価契約その１）の支出について【８月分】
2,518,344

契約管財局 用地課 平成26年10月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度移転補償に係る物件調査等業務委託（単価契約その１）の支出について【８月分】
113,184

契約管財局 用地課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　豊里矢田線　土地売買に伴う残地補償金の支出について
2,973,816

契約管財局 用地課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　豊里矢田線　土地売買に伴う物件移転補償金の支出について（後金払）
16,769,750

契約管財局 用地課 平成26年10月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業にかかる不動産鑑定業務委託料の支出について
1,738,800

契約管財局 用地課 平成26年10月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 平成26年度移転補償に係る物件調査等業務委託（単価契約その１）の支出について【９月分】
2,178,792

契約管財局 用地課 平成26年10月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
43,200

契約管財局 用地課 平成26年10月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
880,200

契約管財局 用地課 平成26年10月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
616,680

契約管財局 用地課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 長橋住宅地区改良事業にかかる不動産鑑定業務委託料の支出について
156,600

契約管財局 用地課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 旭住宅地区改良事業　土地売買に伴う物件除却補償金の支出について（後金払）
3,434,400

こども青少年局 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 教育こども委員会行政視察にかかる出張旅費の支出について
51,040

こども青少年局 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 平成26年8月分　市内出張交通費（庶務・人事）の支出について
6,280

こども青少年局 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度こども青少年局庁内情報用プリンタ長期借入経費の支出について（26年8月分）
1,982
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こども青少年局 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ４）経費の支出について（26年9月分）
258,236

こども青少年局 総務課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第3回こども・子育て支援会議に係る報酬等の支出について
208,065

こども青少年局 総務課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成26年度第3回こども・子育て支援会議に係る報酬等の支出について
4,250

こども青少年局 総務課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー機プリント料金の支出について（８月分）ＤＣⅣ７０８０　５台分
278,537

こども青少年局 総務課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー機プリント料金の支出について（８月分）ＭＰ４０００F
1,211

こども青少年局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　視覚障がい者用パソコン一式の長期借入及び同経費の支出について（その2）（平成26年9月分）
26,352

こども青少年局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　視覚障がい者用拡大読書器の借入及び同経費の支出について（平成26年9月分）
9,558

こども青少年局 総務課 平成26年10月21日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 旅費　普通旅費 就学前教育カリキュラム（案）試行・検証に係る視察の実施及び同経費の支出について
38,560

こども青少年局 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成26年度こども青少年局給食調理者等検便検査業務委託にかかる所要経費の支出について（９月分）
635,955

こども青少年局 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２４年度こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入経費の支出について（26年９月分）
218,099

こども青少年局 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入経費の支出について（２６年９月分）
25,145

こども青少年局 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度庁内情報利用パソコン借入経費の支出について（26年9月分）
66,420

こども青少年局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 都道府県・指定都市子供の貧困対策主管局長会議への出席及び同経費の支出について
29,240

こども青少年局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞（平成２６年７月～平成２６年９月）の買入にかかる経費の支出について
36,333

こども青少年局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞（平成２６年７月～平成２６年９月）の買入にかかる経費の支出について
36,333

こども青少年局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞・日本経済新聞（平成２６年７月～平成２６年９月）の買入にかかる経費の支出について
76,914

こども青少年局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成26年度こども青少年局文書等逓送業務にかかる所要経費の支出について（９月分）
349,920

こども青少年局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 事務参考用　官報情報サービス（平成２６年７月～平成２６年９月）ライセンス借入の実施及び同経費の支出について
6,480

こども青少年局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度乾式電子複写機（ＦＡＸ機・７階　企画部青少年課）の長期借入にかかる経費の支出について　９月分
4,305

こども青少年局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度こども青少年局乾式電子複写機（FAX機）借入経費の支出について（地下1階）９月分
4,295

こども青少年局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度こども青少年局乾式電子複写機（FAX機）借入経費の支出について（２階企画部）　９月分
6,489

こども青少年局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ７）経費の支出について（26年9月分）
1,048,892

こども青少年局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞（平成２６年４月～平成２６年６月）の買入にかかる経費の支出について
36,333

こども青少年局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞（平成２６年７月～平成２６年９月）の買入にかかる経費の支出について
36,333

こども青少年局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 負担金、補助及交付金　会費 第７３回全国産業安全衛生大会への参加にかかる参加費の支出について
25,800

こども青少年局 青少年課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立青少年センター管理運営業務代行料の支出について（第３四半期分）
10,188,043

こども青少年局 青少年課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立信太山青少年野外活動センター管理運営業務代行料の支出について（第３四半期）
14,534,750

こども青少年局 青少年課 平成26年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 平成２６年度地域こども体験学習事業にかかる同所要経費の支出について(下半期分)
10,735,000

こども青少年局 青少年課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 報酬　其他委員等報酬 第2回青少年問題協議会委員報酬の支出について（口座不能再処理分）
11,805

こども青少年局 青少年課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 報償費　報償金 大阪市立青少年施設指定管理予定者第１回選定会議にかかる報償金の支出について
70,310

こども青少年局 青少年課 平成26年10月10日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　交付金 塾代助成事業全市実施にかかる交付金の支出について（７・８月分１回目・８月分１回目）
33,514,084

こども青少年局 青少年課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ａ）の支出について（第３四半期分）
72,001,335

こども青少年局 青少年課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ｃ）の支出について（第３四半期分）
3,192,638

こども青少年局 青少年課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ｄ）の支出について（第３四半期分）
4,201,030

こども青少年局 青少年課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ｂ）の支出について（第３四半期分）
685,640,309

こども青少年局 青少年課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ｅ）の支出について（第３四半期分）
7,717,062

こども青少年局 青少年課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　筆耕翻訳料 大阪市青少年問題協議会議事録作成業務にかかる経費の支出について
22,464

こども青少年局 青少年課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 平成２６年度こども文化センター管理運営業務の実施及び同所要経費の支出について（第３四半期分）
24,291,000

こども青少年局 青少年課 平成26年10月17日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度　こども　夢・創造プロジェクト事業実施経費の支出について（第2期分）
2,000,000

こども青少年局 青少年課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市留守家庭児童対策事業補助金の支出について (下半期分　2/2)
57,640,500

こども青少年局 青少年課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市留守家庭児童対策事業補助金の支出について (下半期分　1/2)
76,217,000

こども青少年局 青少年課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市青少年国際交流派遣事業にかかる委託料の支出について
726,849

こども青少年局 青少年課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 青少年課放課後事業グループ市内出張旅費について（平成26年9月分）
21,320

こども青少年局 青少年課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 旅費　普通旅費 平成２６年度市内出張交通費（９月分）の支出について
4,640

こども青少年局 青少年課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用船場センタービル管理費及び建物修繕積立金の支出について（平成26年10月分）
653,019

こども青少年局 青少年課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 旅費　普通旅費 平成２６年度　市内出張交通費および管外出張旅費（近接地）の支出について（９月分）
15,370

こども青少年局 青少年課 平成26年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市留守家庭児童対策事業補助金の支出について (下半期分　1/2)
11,493,500

こども青少年局 青少年課 平成26年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市留守家庭児童対策事業補助金の支出について (下半期分　2/2)
10,110,500
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こども青少年局 青少年課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度大阪市留守家庭児童対策事業補助金の支出について(下半期分)
4,251,500

こども青少年局 青少年課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 報償費　報償金 大阪市立青少年施設指定管理予定者第１回選定会議にかかる報償金の支出について（口座不能再処理分）
13,805

こども青少年局 青少年課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 平成２６年度こども文化センター生涯学習情報システム回線使用料（９月分）の支出について
10,362

こども青少年局 青少年課 平成26年10月31日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 「大阪市塾代助成事業に係る包括的業務委託　長期継続（概算契約）」に係る業務委託料の支出について（下半期分）
218,536,460

こども青少年局 青少年課 平成26年10月31日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　交付金 塾代助成事業全市実施にかかる交付金の支出について（７・８月分２回目・８月分２回目）
24,851,758

こども青少年局 経理課 平成26年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
76,974

こども青少年局 経理課 平成26年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
42,393

こども青少年局 経理課 平成26年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
600

こども青少年局 経理課 平成26年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,300

こども青少年局 経理課 平成26年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
10,835

こども青少年局 経理課 平成26年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,200

こども青少年局 経理課 平成26年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,560

こども青少年局 経理課 平成26年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
19,270

こども青少年局 経理課 平成26年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,509

こども青少年局 経理課 平成26年10月09日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
500

こども青少年局 経理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 経理課業務用出張交通費の支出について（8月分）
55,060

こども青少年局 経理課 平成26年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 もと矢田中保育所機械警備業務委託長期継続の支払いについて（９月分）
18,360

こども青少年局 経理課 平成26年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 負担金、補助及交付金　分担金 こども青少年局分室にかかる管理費等の支出について（10月分）
184,208

こども青少年局 経理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 直営修繕作業用　管内カメラ　外３点の購入経費の支出について
36,720

こども青少年局 経理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 備品購入費　機械器具費 直営修繕作業用　管内カメラ　外３点の購入経費の支出について
449,280

こども青少年局 経理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 経理課業務用出張交通費の支出について（9月分）
38,600

こども青少年局 経理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１０月分）
120

こども青少年局 経理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１０月分）
9,638

こども青少年局 経理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１０月分）
52,984

こども青少年局 経理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１０月分）
12,387

こども青少年局 経理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１０月分）
8,288

こども青少年局 経理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１０月分）
11,571

こども青少年局 経理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１０月分）
8,996

こども青少年局 経理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１０月分）
782,573

こども青少年局 経理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１０月分）
15,796

こども青少年局 経理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１０月分）
43,487

こども青少年局 経理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１０月分）
18,454

こども青少年局 経理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１０月分）
894

こども青少年局 経理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１０月分）
6,300

こども青少年局 経理課 平成26年10月29日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 旅費　普通旅費 平成26年度文化財建造物保存修理関係者等連絡協議会出席にかかる管外出張命令並びに同所要経費の支出について
29,240

こども青少年局 経理課 平成26年10月29日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１０月分）
82

こども青少年局 経理課 平成26年10月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１０月分）
1,158

こども青少年局 管理課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市子育て活動支援事業他２事業にかかる所要経費の支出について（第３四半期②）
145,052,258

こども青少年局 管理課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する健診委託料の支出について　8月分（府内）
3,720

こども青少年局 管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　8月分（府内）
229,770

こども青少年局 管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦・乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　8月分（市民病院）
12,147,800

こども青少年局 管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出について（第10回目）
13,719,390

こども青少年局 管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 市立幼稚園園児募集事務用品の購入にかかる経費の支出について
28,890

こども青少年局 管理課 平成26年10月03日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 報償費　報償金 第２回大阪市立幼稚園民間移管予定者選定会議にかかる委員への報償金の支出について
49,635

こども青少年局 管理課 平成26年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年１０月６日支払子ども手当給付費の支出について
159,000

こども青少年局 管理課 平成26年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年１０月６日支払児童手当給付費の支出について（施設入所児童分）
44,520,000

こども青少年局 管理課 平成26年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年１０月６日支払児童手当給付費の支出について
12,758,720,116

こども青少年局 管理課 平成26年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立子育ていろいろ相談センター指定管理代行料の支出について（第３四半期）
28,710,829
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こども青少年局 管理課 平成26年10月06日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

負担金、補助及交付金　交付金 子育て世帯臨時特例給付金の支出について
50,000

こども青少年局 管理課 平成26年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成２６年７月分）
25,540

こども青少年局 管理課 平成26年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成２６年７月分）
3,990

こども青少年局 管理課 平成26年10月07日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成２６年７月分）
9,230

こども青少年局 管理課 平成26年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 家庭児童相談員月例研修会経費の支払いについて(平成26年9月)
23,980

こども青少年局 管理課 平成26年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出（第9回目分）
75,000

こども青少年局 管理課 平成26年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務委託の実施並びに同所要経費の支出について（北区外７件・１８園分）８月分
134,136

こども青少年局 管理課 平成26年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務委託の実施並びに同所要経費の支出について（東成区外９件・２９園分）８月分
228,636

こども青少年局 管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市幼稚園調査研究事業委託にかかる経費の支出について（下半期分）
69,324,953

こども青少年局 管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する事務手数料の支出について　8月分（府内）
6,014

こども青少年局 管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する振込手数料の支出について　8月分（府内）
3,510

こども青少年局 管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　療育指導診査事業にかかる診査費の支出について（８月分　市民病院）
8,880

こども青少年局 管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する健診委託料の支出について　8月分（府外）
11,133,490

こども青少年局 管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　乳幼児精密健康診査事業にかかる診査費の支出について（８月分　市民病院）
12,968

こども青少年局 管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する健診委託料の支出について　8月分（府内）
360,840

こども青少年局 管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 市立幼稚園保育料減免措置に関する諸用紙の印刷にかかる経費の支出について（拡充分）
56,635

こども青少年局 管理課 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度全国主任児童委員研修会参加にかかる経費の支払いについて
36,000

こども青少年局 管理課 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 市立幼稚園コピー機使用料の支出について（平成２６年８月分）
338,242

こども青少年局 管理課 平成26年10月14日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

負担金、補助及交付金　交付金 子育て世帯臨時特例給付金の支給（１０月分）について
417,980,000

こども青少年局 管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 平成26年度　妊婦一般健康診査事業に要する医療扶助費の再支出について　No6
27,780

こども青少年局 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　乳幼児精密健康診査事業にかかる診査費の支出について（８月分）
14,644

こども青少年局 管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　医薬材料費 幼児歯科健康診査等事業用 速乾性擦式手指消毒液 外１７点の購入及び同所要経費の支出について（２回目/全２回）
474,404

こども青少年局 管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦・乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　8月分（府内）
174,771,260

こども青少年局 管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦・乳児一般健康診査事業及び出産前小児保健指導事業に要する振込手数料の支出について　8月分（府内）
185,250

こども青少年局 管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　父親の育児参加啓発事業に係る経費の支出について（第2四半期）
1,424,250

こども青少年局 管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出（第10回目分）
150,000

こども青少年局 管理課 平成26年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　療育指導診査事業にかかる診査費の支出について（８月分）
23,170

こども青少年局 管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度北区子ども・子育てプラザ他２３施設にかかる非常通報装置保守業務経費の支出について（４月～９月実施分）
466,560

こども青少年局 管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度北区子ども・子育てプラザ他１９施設にかかる自動扉保守経費の支出について（４月～９月実施分）
388,800

こども青少年局 管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する医療扶助費の支出について　No7
938,110

こども青少年局 管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務委託実施並びに同所要経費の支出について（住吉区・住之江区・平野区・西成区）９月分
101,736

こども青少年局 管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（７，８，９月分）の支出について
67,760

こども青少年局 管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出について（第11回目）
12,335,050

こども青少年局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度もと大淀勤労青少年ホーム（北区子ども・子育てプラザ）外5施設清掃業務委託他３件の実施経費の支出について（９月実施分）
1,848,190

こども青少年局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　普通旅費 平成26年度　東海・北陸・近畿ブロック母子保健主管課長会議等への出張命令及び同経費の支出について
18,020

こども青少年局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

使用料及賃借料　使用料 子育て世帯臨時特例給付金オフィスデスクほか１５点借入（その２）の支出について
142,707

こども青少年局 管理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

需用費　光熱水費 中央卸売市場本場業務管理棟（子育て給付金事務センター）にかかる光熱水費の支出について（９月分）
41,671

こども青少年局 管理課 平成26年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市訪問型病児保育モデル事業委託料基本分の支払いについて
3,217,536

こども青少年局 管理課 平成26年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 市立幼稚園コピー機使用料の支出について（平成２６年９月分）
494,573

こども青少年局 管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 乳児家庭全戸訪問事業にかかる出生連絡票後納料金の支払いについて
3,350

こども青少年局 管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する健診委託料の再支出について　8月分（府外）
14,880

こども青少年局 管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度大阪市立大江幼稚園用地借地料の支出について（平成２６年４～９月分）上半期
3,471,384

こども青少年局 管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 就園奨励費補助事務用品（ＵＳＢメモリー）の購入にかかる経費の支出について
9,050

こども青少年局 管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　9月分（府内）
235,980

こども青少年局 管理課 平成26年10月30日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

役務費　手数料 子育て世帯臨時特例給付金支給事業に係る口座振替手数料及び組戻し手数料の支出について（概算契約）（その１）第１回目
1,335,636

こども青少年局 管理課 平成26年10月30日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

役務費　手数料 子育て世帯臨時特例給付金支給事業に係る口座振替手数料及び組戻し手数料の支出について（概算契約）（その４）第１回目
2,812,536

こども青少年局 管理課 平成26年10月30日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

役務費　手数料 子育て世帯臨時特例給付金支給事業に係る口座振替手数料及び組戻し手数料の支出について（概算契約）（その２）第１回目
2,354,492

こども青少年局 管理課 平成26年10月30日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

役務費　手数料 子育て世帯臨時特例給付金支給事業に係る口座振替手数料及び組戻し手数料の支出について（概算契約）（その３）第１回目
3,398,220
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こども青少年局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市病児・病後児保育事業、確定加算額の支出について(第２四半期)（その１）
15,261,160

こども青少年局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年度　母子保健保健師研修会（基礎編）にかかる講師謝礼の支出について
28,600

こども青少年局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 市立幼稚園非常通報装置にかかる保守点検業務委託の実施及び経費の支出について（平成２６年度上半期分）
1,146,960

こども青少年局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 報償費　報償金 第３回大阪市立幼稚園民間移管予定者選定会議にかかる委員への報償金の支出について
66,400

こども青少年局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（９月分）給付金関連
4,210

こども青少年局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

役務費　通信運搬費 子育て世帯臨時特例給付金支給事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
7,276,237

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月01日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 平成26年度要保護児童対策地域協議会機能強化事業にかかる所要経費の支出について（8月分）
415,880

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 こども医療証（バッチ）外１点の作成経費の支出について（医療助成事業用）
464,583

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪府立修徳学院にかかる８月分措置費の支出について
1,739,609

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 こども医療証（バッチ）外１点の作成経費の支出について（医療助成事業用）
169,290

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支出について（４～６月分 ７回目）
211,500

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費の支出について(７～８月請求分）
228,278

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置費の支払いについて（１０月分）
401,726,206

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 京都府立淇陽学校にかかる８月分措置費の支出について
309,386

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 京都府立桃山学園にかかる措置費（８月分）の支出について
555,148

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（平成２６年８月分・ひとり親ライン）の支出について
2,120

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２６年度　ひとり親家庭等日常生活支援事業にかかる委託料の支出について（６・７月分）
2,447,112

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度児童扶養手当給付費の支出について（平成26年10月期随時払）
16,505,870

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度助産施設措置費（８月請求分）の支出について（大阪市立病院分）
4,608,608

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 長野市美和荘にかかる９月分措置費の支出について
356,093

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度助産施設法外援護費（８月請求分）の支出について（大阪市立病院分）
72,130

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用鍼灸マッサージに係る療養費の支出について（９月分）
1,344,516

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 児童相談システム用機器保守業務委託(長期契約)の支出について（9月分）
91,800

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度児童福祉施設退所児童指導事業並びに退所予定者等就業支援事業の実施及び同所要経費の支出について（下期分）
5,070,500

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（１０月概算払分）
98,666,256

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（１０月概算払分）
88,638,530

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度児童家庭支援センター事業委託経費の支出について（上期分）
6,330,000

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 大津しらゆりにかかる８月・９月分措置費の支出について
565,255

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　印刷製本費 ひとり親家庭等就業自立支援サポート体制強化事業にかかるひとり親家庭支援制度周知リーフレットの作成について
146,880

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 母子生活支援施設にかかる指定管理業務代行料（10月分）の支出について
26,593,950

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 入舟寮他３施設に係る指定管理業務代行料の支出について（１０月分）
64,565,599

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(１０月払い分）
21,318

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(１０月払い分）
18,053,995

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 第３回里親審査部会にかかる報酬及び費用弁償の支出について
96,030

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 第３回里親審査部会にかかる報酬及び費用弁償の支出について
3,070

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　印刷製本費 児童虐待防止啓発・オレンジリボンキャンペーン用のぼりの作成並びに同所要経費の支出について
32,400

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費審査支払手数料の支出について（９月審査分）
4,271,168

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(１０月払い分）
120,430

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度こども医療費助成事業用柔道整復術療養費審査支払手数料の支出について（９月審査分）
307,736

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(１０月払い分）
17,231,984

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 母子生活支援施設わかくさにかかる１０月分措置費の支出について
300,803

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（９月審査分）
2,580,512

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（９月審査分）
394,856

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支出について（平成26年度：8回目）
14,595

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用柔道整復術療養費の支出について（１０月決定分）
6,539,901

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用柔道整復術療養費の支出について（１０月決定分）
11,007,722

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 兵庫県立明石学園にかかる９月分措置費の支出について
455,263

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 神戸市立若葉学園にかかる９月分措置費の支出について
619,763
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こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 こども医療証（オンライン）外３点の作成経費の支出について（医療助成事業用）
184,437

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　印刷製本費 こども医療証（オンライン）外３点の作成経費の支出について（医療助成事業用）
475,416

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費の支出について(８～９月請求分）
281,221

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 こども医療証（オンライン）外３点の作成経費の支出について（医療助成事業用）
91,925

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　印刷製本費 こども医療証（オンライン）外３点の作成経費の支出について（医療助成事業用）
74,702

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市緊急母子一時保護事業にかかる業務委託の支出について（上半期分）
507,284

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　印刷製本費 児童虐待防止啓発用ポスター及びチラシの作成並びに同諸経費の支出について
296,274

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 児童扶養手当証書（連続帳票）ほか１点の作成に係る経費の支出について
188,352

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支出について（４～５月分 ８回目）
200,000

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 和歌山県立白浜なぎさホームにかかる措置費（１０月分）の支出について
168,830

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 里親にかかるレスパイト・ケアの支出について（８月分）
5,600

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報償費　報償金 第18回大阪市ひとり親家庭等自立支援推進会議にかかる報償金の支出について
168,025

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 京都府立淇陽学校にかかる９月分措置費の支出について
294,260

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度助産施設措置費（５月請求分）追加の支出について
49,500

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度助産施設法外援護費（８月・９月請求分）の支出について
376,517

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（平成２６年９月分）の支出について
19,080

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度施設児童自立支援事業（学力ケア）にかかる所要経費の支出について（９月分）
4,300,430

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（９月審査分）
14,964,646

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（１０月概算払分）
335,147,626

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（平成２６年９月分・ひとり親ライン）の支出について
2,460

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 大阪市ひとり親家庭等実態調査にかかるアンケート用後納郵便料金（平成２６年９月分）の支出について
3,298

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成26年度　母子・父子福祉センター大阪市立愛光会館管理運営業務にかかる委託料の支出について（第3四半期）
26,000,000

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（９月審査分：基金）
1,788,309

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（１０月概算払分：基金）
59,419,299

こども青少年局 こども家庭課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支出について（７～９月分 １回目）
32,776,500

こども青少年局 阿武山学園 平成26年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 阿武山学園事業用軽自動車修繕経費経費の支出について
22,990

こども青少年局 阿武山学園 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 阿武山学園　市内出張交通費（８月分）の支出について
12,870

こども青少年局 阿武山学園 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　野菜類買入及び同経費の支出について（８月）
457,898

こども青少年局 阿武山学園 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　魚介類買入及び同経費の支出について（８月分）
127,775

こども青少年局 阿武山学園 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　阿武山学園入所児童生活指導訓練費の支出について（１０月分）
224,400

こども青少年局 阿武山学園 平成26年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 第６５回全日本少年野球大会参加にかかる経費の支出について
79,800

こども青少年局 阿武山学園 平成26年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 第６５回全日本少年野球大会参加にかかる経費の支出について
226,800

こども青少年局 阿武山学園 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 阿武山学園銀杏寮ガスヒートポンプ式エアコン修繕経費の支出について
29,916

こども青少年局 阿武山学園 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度弘済小学校分校修学旅行にかかる分担金の支出について
37,504

こども青少年局 阿武山学園 平成26年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　燃料費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（９月分：９月１日～９月３０日）
20,000

こども青少年局 阿武山学園 平成26年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（９月分：９月１日～９月３０日）
15,200

こども青少年局 阿武山学園 平成26年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園　小口支払基金の支出について（９月分：９月１日～９月３０日）
9,590

こども青少年局 阿武山学園 平成26年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 第40回資生堂児童福祉海外研修の参加について
31,060

こども青少年局 阿武山学園 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 阿武山学園　水道料金（８月～９月分）の支出について
1,443,894

こども青少年局 阿武山学園 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 阿武山学園　水道料金（８月～９月分）の支出について
1,007,415

こども青少年局 阿武山学園 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 阿武山学園　白衣等洗濯業務経費の支出について（９月分）
10,422

こども青少年局 阿武山学園 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 阿武山学園　本館便所清掃業務委託経費の支出について（９月分）
17,100

こども青少年局 阿武山学園 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 阿武山学園　残飯収集運搬処理業務委託経費の支出について（９月分）
21,600

こども青少年局 阿武山学園 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度弘済中学校分校修学旅行にかかる分担金の支出について
1,952,017

こども青少年局 運営担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月前半分）
20,000

こども青少年局 運営担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月前半分）
120,000

こども青少年局 運営担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター事業用ガス料金（８月分）の支出について
2,106,191

こども青少年局 運営担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター事業用電気料金（８月分）の支出について
3,631,447
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こども青少年局 運営担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月前半分）
20,570

こども青少年局 運営担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月前半分）
3,254

こども青少年局 運営担当 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月前半分）
200

こども青少年局 運営担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費費の支出について（平成26年9月12日実施分）
2,980

こども青少年局 運営担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業（性加害治療教育プログラム）にかかる研修講師謝礼の支出について（９月１２日実施分）
18,600

こども青少年局 運営担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成26年度大阪市こども相談センター一般廃棄物収集運搬業務委託費用の支出について（８月分）
23,241

こども青少年局 運営担当 平成26年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成26年度　第59回全国里親大会おかやま大会への参加にかかる資料代の支出について（平成26年10月18日実施分）
1,000

こども青少年局 運営担当 平成26年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　船車修繕料 平成26年度こども相談センター公用車のタイヤ交換修繕業務経費の支出について
12,852

こども青少年局 運営担当 平成26年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　船車賃借料 こども相談センター事業用遠足にかかるバス借上げ経費の支出について
209,347

こども青少年局 運営担当 平成26年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 負担金、補助及交付金　会費 平成26年度　第59回全国里親大会おかやま大会への参加にかかる参加費の支出について（平成26年10月18日実施分）
3,000

こども青少年局 運営担当 平成26年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　船車修繕料 平成26年度こども相談センター公用車（トヨタ　アルファード）のストップランプスイッチＡＳＳＹ等修繕業務経費の支出について
24,592

こども青少年局 運営担当 平成26年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度こども相談センター事業用一時保護委託にかかる措置費の支出について（No.011）
2,898,227

こども青少年局 運営担当 平成26年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業報償金の支出について（９月16日実施分）
56,672

こども青少年局 運営担当 平成26年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 こども相談センター白衣等洗濯請負業務委託経費の支出について（８月分）
22,388

こども青少年局 運営担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業（性加害治療教育プログラム）スーパーバイズ講師謝礼（９月分）の支出について
18,600

こども青少年局 運営担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成26年度こども相談センター不登校児童通所事業指導員交流会の講師謝礼の支出について
25,620

こども青少年局 運営担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年9月26日実施分）
2,640

こども青少年局 運営担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年9月12日実施分）
48,460

こども青少年局 運営担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年9月11日実施変更分）
22,220

こども青少年局 運営担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年9月22日実施分）
8,400

こども青少年局 運営担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年9月26日実施分）②
2,640

こども青少年局 運営担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（８月分パン）
208,242

こども青少年局 運営担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（８月分）の支出について（光IP電話通話料）
518,204

こども青少年局 運営担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（８月分）の支出について（児童虐待ホットライン用フリーダイヤル通話料）
34,923

こども青少年局 運営担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 平成26年度こども相談センター事業用電話料金（８月分）の支出について（平野分室）
23,909

こども青少年局 運営担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度大阪市こども相談センター（森ノ宮）における寝具一式借入経費（８月分）の支出について
50,289

こども青少年局 運営担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度大阪市こども相談センター（平野分室）における寝具一式借入経費（８月分）の支出について
27,125

こども青少年局 運営担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成26年度特別支援教育相談研修（第3回）の講師謝礼の支出について
15,240

こども青少年局 運営担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年9月12日実施分）②
49,040

こども青少年局 運営担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年9月19日実施分）
6,480

こども青少年局 運営担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター事業用毎日新聞外１点の買入経費の支出について（平成26年７月分～平成26年９月分）
25,638

こども青少年局 運営担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター事業用読売新聞の買入経費の支出について（平成26年７月分～平成26年９月分）
12,111

こども青少年局 運営担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター事業用朝日新聞の買入経費の支出について（平成26年７月分～平成26年９月分）
12,111

こども青少年局 運営担当 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター事業用産経新聞の買入経費の支出について（平成26年７月分～平成26年９月分）
12,111

こども青少年局 運営担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度社会福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（９月分）の支出について
48,015

こども青少年局 運営担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成26年度社会福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（９月分）の支出について
1,600

こども青少年局 運営担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度こども相談センター事業用一時保護委託にかかる措置費の支出について（No.012）
1,496,430

こども青少年局 運営担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 こども相談センター職員現任研修講師謝礼の支出について（平成26年９月30日実施分）
18,970

こども青少年局 運営担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成２６年度教育相談事業ケース検討会議の講師謝礼の支出について（支援方策の見立て・第４回）
88,640

こども青少年局 運営担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 乾式電子複写機（ＦＡＸ）の所要経費の支出について（９月分）
4,294

こども青少年局 運営担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成26年度児童相談システム用バックアップデータ遠隔地保管業務委託にかかる所要経費の支出について（９月分）
5,616

こども青少年局 運営担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度児童相談システム借入経費の支出について(9月分）
10,713

こども青少年局 運営担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度児童相談システム機器等借入経費の支出について（９月分）
43,977

こども青少年局 運営担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 情緒障がい児外来治療センター事業用報償金（９月分）の支出について
194,400

こども青少年局 運営担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 精密検診及び事後指導用報償金（９月分）の支出について
210,600

こども青少年局 運営担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成26年度教育相談事業ケース検討会議の講師謝礼の支出について（心理療法　第３回）
29,520

こども青少年局 運営担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 親・子のカウンセリング事業用報償金（９月分）の支出について
308,580

こども青少年局 運営担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター休日及び平日夜間の電話教育相談事業委託契約にかかる支出について（平成26年9月分）
2,521,000
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こども青少年局 運営担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成26年度こども相談センター不登校児童通所事業（中央通所ルームC)業務委託契約にかかる支出について（平成26年９月分）
450,500

こども青少年局 運営担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成26年度こども相談センター非常通報装置保守点検業務の支出について（上半期）
19,440

こども青少年局 運営担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成26年度こども相談センター不登校児童通所事業（中央通所ルームA外１５区分）業務委託契約にかかる支出について（平成26年９月分）
9,181,500

こども青少年局 運営担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度こども相談センター用ＡＥＤ借入経費の支出について（9月分）
4,200

こども青少年局 運営担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度こども相談センター一時保護所用組立式プール一式借入の支出について（9月分）
98,700

こども青少年局 運営担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年10月2日実施分）
1,720

こども青少年局 運営担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月後半分）
273

こども青少年局 運営担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月後半分）
3,975

こども青少年局 運営担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月後半分）
50,000

こども青少年局 運営担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月後半分）
10,070

こども青少年局 運営担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月後半分）
7,930

こども青少年局 運営担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月後半分）
1,100

こども青少年局 運営担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年9月28日実施分）
82,320

こども青少年局 運営担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用料金後納郵便の支出について（９月分）
82,258

こども青少年局 運営担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成２６年度第１回　教育相談事業推進会議（９月１１日実施分）の委員謝礼の支出について
46,565

こども青少年局 運営担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年10月6日実施分）
15,680

こども青少年局 運営担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 スクールカウンセラー報償金の支出について（平成26年9月分）
19,675,120

こども青少年局 運営担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 こども相談センター職員現任研修講師謝礼の支出について（平成26年10月９日実施分）
19,270

こども青少年局 運営担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター警備業務委託料（平成２６年９月分）の支出について
567,000

こども青少年局 運営担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成26年度こども相談センター産業廃棄物収集運搬処分業務委託料の支出について（9月分）
28,674

こども青少年局 運営担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター等施設維持管理業務委託料（平成２６年９月分）の支出について
2,259,900

こども青少年局 運営担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター昇降機保守点検業務委託料（平成２６年９月分）の支出について
129,600

こども青少年局 運営担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター清掃業務委託料（平成２６年９月分）の支出について
441,000

こども青少年局 運営担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター構内電話交換設備保守点検業務委託料（平成２６年７月～９月分）の支出について
169,776

こども青少年局 運営担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター電話設備設定変更及び端末移設・増設費の支出について
462,936

こども青少年局 運営担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 児童移送用公用車ＥＴＣ利用有料道路通行料（８月分）の支出について
150,140

こども青少年局 運営担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター事業用ガス料金(9月分）の支出について
119,072

こども青少年局 運営担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（８月分肉・肉加工品）
390,175

こども青少年局 運営担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センターにおける臨床検査業務委託料の支出について（９月分）
61,686

こども青少年局 運営担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業（性加害治療教育プログラム）スーパーバイズ講師謝礼（１０月分）の支出について
18,600

こども青少年局 運営担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　備品修繕料 大阪市こども相談センター乾燥機修繕費の支出について
213,300

こども青少年局 運営担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 こども相談センター白衣等洗濯請負業務委託経費の支出について（９月分）
21,643

こども青少年局 運営担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度こども相談センター事業用一時保護委託にかかる措置費の支出について（No.013）
2,075,150

こども青少年局 運営担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年10月10日実施分）
7,700

こども青少年局 運営担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年10月10日実施分）②
4,920

こども青少年局 運営担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 メンタルフレンド訪問援助事業用活動費（第１回活動検討会）の支出について
10,000

こども青少年局 運営担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 こども相談センター事業用市内・近接管外出張交通費（７月分）の支出について
720,506

こども青少年局 運営担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成26年度こども相談センター一時保護所事業用洗濯用洗剤外１点の支出について
63,126

こども青少年局 運営担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月前半分）
1,274

こども青少年局 運営担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（10月前半分）
90,000

こども青少年局 運営担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター事業用ガス料金（９月分）の支出について
1,632,316

こども青少年局 運営担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター事業用電気料金（９月分）の支出について
3,450,419

こども青少年局 運営担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（10月前半分）
1,509

こども青少年局 運営担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（８月分野菜類・果物類・だし類）
1,113,795

こども青少年局 運営担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（８月分魚介類）
512,551

こども青少年局 運営担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（８月分一般調味料類・菓子類）
636,037

こども青少年局 運営担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（８月分業務用調味料類・米類）
440,026

こども青少年局 運営担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（９月分）の支出について
4,374
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こども青少年局 運営担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（９月分）の支出について（光ＩＰ電話用インターネット回線使用料）
9,936

こども青少年局 運営担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（10月前半分）
5,736

こども青少年局 運営担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成26年度大阪市こども相談センター一般廃棄物収集運搬業務委託費用の支出について（９月分）
27,388

こども青少年局 運営担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度こども相談センター（森ノ宮）における寝具一式借入経費（9月分）
49,230

こども青少年局 運営担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度こども相談センター（平野分室）における寝具一式借入経費（9月分）
27,004

こども青少年局 保育企画課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 特別徴収通知所要封筒外１点の作成にかかる経費の支出について（３回目）
78,624

こども青少年局 保育企画課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 特別徴収通知所要封筒外１点の作成にかかる経費の支出について（２回目）
550,800

こども青少年局 保育企画課 平成26年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 更新申込書用封筒兼現況届用封筒外２点の印刷にかかる経費の支出について（第１回目）
298,150

こども青少年局 保育企画課 平成26年10月08日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市保育ママ事業（家庭的保育事業【個人実施型】）開設準備補助金の支出について
200,000

こども青少年局 保育企画課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 栄養関係法規類集　追録２３０号他１件の支出について
8,527

こども青少年局 保育企画課 平成26年10月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　市内民間保育所運営費（10月分）の支出について
3,123,319,670

こども青少年局 保育企画課 平成26年10月10日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市民間保育所整備補助金額の支出について
99,566,000

こども青少年局 保育企画課 平成26年10月14日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度大阪市民間保育所整備補助金額の支出について
127,110,000

こども青少年局 保育企画課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成26年度　市内出張交通費（６～８月分）の支出について
94,524

こども青少年局 保育企画課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　産休等代替職員費補助金の支出について（４月申請分）４
822,880

こども青少年局 保育企画課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度総合福祉システム（福祉五法システム）納入通知書等作成業務（4月～12月）（概算契約）の実施にかかる経費の支出について
158,184

こども青少年局 保育企画課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度総合福祉システム（福祉五法システム）納入通知書等裁断、封入、封緘、配送業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について
133,818

こども青少年局 保育企画課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 使用料及賃借料　使用料 保育料徴収事務にかかるノート型パソコンの借入にかかる経費の支出について（9月分）
12,075

こども青少年局 保育企画課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度　保育所初任保育所長研修会に係る所要経費の支出について（会費）
13,500

こども青少年局 保育企画課 平成26年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育料納付書郵便局取扱用外５点の印刷及び同所要経費の支出について（第２回/全４回）
109,620

こども青少年局 保育企画課 平成26年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度保育所入所関係帳票（福祉五法システム）の裁断等業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（9月分）
71,122

こども青少年局 保育企画課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所運営ハンドブック(平成26年版）外１点買入にかかる経費の支出について
192,996

こども青少年局 保育企画課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　他市民間保育所運営費（10月分）の支出について
4,422,520

こども青少年局 保育企画課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市民間保育所看護師等雇用費補助金の支出について（わんわん保育園　1回目）
1,911,000

こども青少年局 保育企画課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 「民間保育所での入所児童への処遇に関する調査」における通訳支援実施経費の支出について
3,400

こども青少年局 保育企画課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市保育所職員１０月研修会に係る所要経費について（会場費）
18,050

こども青少年局 保育企画課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　他市公立保育所運営費（10月分）の支出について（京都府京丹後市：たちばな保育所）
105,740

こども青少年局 保育企画課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　他市民間保育所運営費（5～8月分）の支出について（高知県南国市：稲生保育園）
418,080

こども青少年局 保育企画課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 第１６回大阪保育子育て人権研修集会参加にかかる所要経費の支出について（会費）
64,000

こども青少年局 保育企画課 平成26年10月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 保育料過誤納金（平成26年過年度）の還付について（１０月）
1,611,190

こども青少年局 保育企画課 平成26年10月31日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間保育所整備補助金の支出について
98,031,000

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 １０月１日支出分　所外保育にかかる使用料の支出について
20,160

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月01日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　消耗品費 試行・検証用教材　ミカサ　ドッジボールほか７点の購入及び同経費の支出について
130,420

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所用　クッキングシートほか３０点の購入および同経費の支出について
14,604

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　クッキングシートほか３０点の購入および同経費の支出について
1,510,799

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所運営課市内出張交通費の支払いについて(７月分）
166,860

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 西淡路第2保育所０歳保育室空調機緊急取替工事の実施経費の支出について
461,160

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成26年度市立保育所におけるインターネット回線使用料（ケイオプティコム８月分）の支出について
636,818

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 市立　野田保育所入所児童緊急受診に伴うタクシー乗車料金の支出について
820

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月03日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　消耗品費 試行・検証用教材　図鑑ＮＥＯ「野菜と果物」ほか２９点の購入及び同経費の支出について
70,632

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 １０月６日支出分　所外保育にかかる賃金の支出について（１０月７日～１０日分）１０月２週
1,220

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 １０月６日支出分　所外保育にかかる其他委員等旅費の支出について（１０月７日～１０日分）１０月２週
11,956

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 １０月６日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（１０月７日～１０日分）１０月２週
21,983

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成２６年度市立保育所（東田保育所）における電話料金の支出について（９月分）
13,673

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 １０月６日支出分　所外保育にかかる使用料の支出について（１０月７日～１０日分）１０月２週
119,980

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所用　朱肉（大）ほか１５２点の購入及び同経費の支出について
78,592

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　朱肉（大）ほか１５２点の購入及び同経費の支出について
1,174,208

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育用全自動洗濯機の購入及び同経費の支出について（大淀保育所）
38,750
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こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 柏里保育所２歳保育室空調機緊急取替工事の実施及び同所要経費の支出について
604,800

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 １０月１４日支出分　所外保育にかかる賃金の支出について（１０月１４～１７日）１０月３週
480

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 １０月１４日支出分　所外保育にかかる其他委員等旅費の支出について（１０月１４～１７日）１０月３週
14,784

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 １０月１４日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（１０月１４～１７日）１０月３週
50,493

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 紅白玉入れ台（２台一組）ほか１点の購入及び同経費の支出について
31,590

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 加美第２保育所５歳児保育室空調機分解洗浄作業の実施経費の支出について
54,000

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 １０月１４日支出分　所外保育にかかる使用料の支出について（１０月１４～１７日）１０月３週
215,355

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月14日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 備品購入費　機械器具費 保育所調理業務用食器消毒保管庫の購入経費の支出について
4,908,384

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について（特別保育事業　平成２６年７月分）
58,510

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所及び子育て支援センター等におけるコピー機使用料の支出について（８月分）
32,548

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市立保育所非常通報装置設備８１台にかかる保守点検業務所要経費の支出について（４月～９月分）
95,256

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について（平成２６年７月分）
427,830

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所及び子育て支援センター等におけるコピー機使用料の支出について（８月分）
482,247

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 姫島保育所２歳児保育室空調機洗浄作業の実施及び同所要経費の支出について
94,581

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所機械警備業務（その４）委託の所要経費の支出について（８月分）
68,040

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所機械警備業務（その１）委託の所要経費の支出について（８月分）
68,040

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立保育所非常通報装置設備８１台にかかる保守点検業務所要経費の支出について（４月～９月分）
1,006,992

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所機械警備業務（その３）委託の所要経費の支出について（８月分）
60,480

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 １０月６日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（１０月７日～１０日分）１０月２週
2

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 茨田大宮保育所玄関用インターホン修繕の支出について
9,072

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 日之出保育所調理室冷凍冷蔵庫修繕の支出について
19,548

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 天下茶屋保育所３歳保育室空調機緊急取替工事の実施経費の支出について
502,200

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 加島第１保育所電気錠設備緊急取替工事の実施経費の支出について
237,600

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 平野東保育所高圧地絡継電器他取替工事の実施及び同所要経費の支出について
356,400

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 木川第１保育所事務室空調機緊急取替工事の実施経費の支出について
486,000

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 東中浜保育所止水栓等取替工事の実施及び同所要経費の支出について
626,400

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 梅本保育所事務所インターホン修繕の支出について
21,276

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 市立　豊里第1保育所入所児童緊急受診に伴うタクシー乗車料金の支出について
680

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 豊里第１保育所エレベーター設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第２四半期分）
210,600

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 生江保育所エレベーター設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第２四半期分）
210,600

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 森小路保育所エレベーター設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第２四半期分）
147,420

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 １０月２０日支出分　所外保育にかかる賃金の支出について（１０月２１～２５日）１０月４週
420

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 １０月２０日支出分　所外保育にかかる其他委員等旅費の支出について（１０月２１～２５日）１０月４週
28,000

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 １０月２０日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（１０月２１～２５日）１０月４週
73,510

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 南大江保育所エレベーター設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第２四半期分）
162,000

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度　保育所運営事業委託料の支出について（１０月分）
374,870,745

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 長吉第１保育所エレベーター設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第２四半期分）
257,580

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 １０月２０日支出分　所外保育にかかる使用料の支出について（１０月２１～２５日）１０月４週
234,400

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用ガス給湯器の購入及び同経費の支出について（南生野・矢田教育の森保育所）
183,600

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月21日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 備品購入費　機械器具費 公立保育所用ガスコンベクションの購入経費の支出について
1,911,600

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 北加賀屋保育所外１箇所自動ドア設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第２四半期分）
17,496

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月22日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 役務費　筆耕翻訳料 保育所運営課録音記録内容反訳業務委託（8月分・9月分）にかかる所要経費の支出について
168,858

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 浪速第１保育所調理室冷凍冷蔵庫修繕経費の支出について
71,280

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 天下茶屋保育所３歳児保育室空調機点検作業経費の支出について
10,152

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育用汁椀（小）外２点購入及び同経費の支出について
1,909,980

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 小田町保育所調理室空調機緊急取替工事の実施経費の支出について
572,400

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 西保育所３歳保育室空調機緊急取替工事の実施経費の支出について
540,000

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成２６年度市立保育所における電話料金（ＫＤＤＩ９月分）の支出について
118,747
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こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所夜間及び休日機械警備業務委託の所要経費の支出について（９月分）
73,872

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所機械警備業務（その２）委託の所要経費の支出について（９月分）
93,312

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 １０月２７日支出分　所外保育にかかる其他委員等旅費の支出について（１０月２８～３１日）１０月５週
6,552

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 １０月２７日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（１０月２８～３１日）１０月５週
30,295

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 １０月２７日支出分　所外保育にかかる使用料の支出について（１０月２８～３１日）１０月５週
40,400

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度都市再生機構内保育所（出来島・千島・豊里第２）賃貸料、共益費の支出について（１０月分）
266,220

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立保育所・幼稚園産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（９月分）
681,618

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 三国保育所２歳児保育室空調機修繕経費の支出について
17,371

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 大浪保育所４歳児保育室空調機修繕の支出について
93,830

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 浪速第５保育所１階プレイルーム空調機修繕の支出について
28,836

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 北中本保育所調理室空調機点検作業経費の支出について
10,152

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所機械警備業務（その４）委託の所要経費の支出について（９月分）
68,040

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所機械警備業務（その１）委託の所要経費の支出について（９月分）
68,040

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所・幼稚園一般廃棄物収集・運搬業務委託料の支出について（９月）
872,208

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所機械警備業務（その３）委託の所要経費の支出について（９月分）
60,480

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 アキシモ（大）パーツ１５０Ｐ外４６点の購入及び同経費の支出について
32,972

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所運営課市内出張交通費の支払いについて(８月分）
131,900

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育用掃除機の購入経費の支出について（西淡路２・生江保育所）
42,768

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 アキシモ（大）パーツ１５０Ｐ外４６点の購入及び同経費の支出について
326,236

こども青少年局 保育所運営課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 市立天王寺保育所運動会実施にかかる物品運搬業務の実施及び同所要経費の支出について
29,160

環境局 環境管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 負担金、補助及交付金　分担金 水質汚濁対策用平成26年度淀川水質汚濁防止連絡協議会会費の支出について
6,700

環境局 環境管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 悪臭防止対策用悪臭分析パネルに係る報償金の支出について（9月9日実施分）
18,000

環境局 環境管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 平成26年度　大都市環境影響評価担当者会議の出席に伴う出張旅費の支出について（環境影響評価）
38,680

環境局 環境管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費の支出について（9月分　環境影響評価用）
600

環境局 環境管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油料金の支出について（公害パトロール用・平成26年8月分）
49,570

環境局 環境管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 環境データ処理システム用コンピュータ機器一式長期借入に係る使用料の支出について（9月分）
59,098

環境局 環境管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ高速道路通行料の支出について（公害パトロール・平成26年8月分）
23,090

環境局 環境管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大気汚染常時監視用今里交差点局不動産賃貸借に係る経費の支出について（第2四半期分）
285,768

環境局 環境管理課 平成26年10月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（環境管理部 公害パトロール用・８月分）
26,266

環境局 環境管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 環境保全関係業務処理システム用サーバ及び周辺装置長期借入に係る経費の支出について（９月分）
53,892

環境局 環境管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費の支出について（9月分　事務連絡用）
7,370

環境局 環境管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 セロハンテープほか２５点の購入費用の支出について（環境管理部　一般業務用）
67,500

環境局 環境管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 市営交通回数カード購入経費の支出について（環境管理部　一般業務用）
300,000

環境局 環境管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大気汚染常時監視用梅田新道測定局の不動産使用にかかる経費の支出について（上半期分）
798,399

環境局 環境管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 備品購入費　機械器具費 地盤沈下対策用　地盤沈下計の購入に係る経費の支出について
853,200

環境局 環境管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 ＡＴＣ庁舎電気料金の支出について（平成２６年９月分・庁舎管理用）
404,835

環境局 環境管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）月極駐車場使用料金の支出について（平成26年11月分・庁舎管理用）
151,200

環境局 環境管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）賃料・共益費の支出について（平成26年11月分・庁舎管理用）
4,670,190

環境局 環境管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）構内電話配線使用料の支出について（平成26年9月分・庁舎管理用）
1,080

環境局 環境管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内等出張交通費の支出について（9月分環境規制）
7,424

環境局 環境管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 微小粒子状物質（PM2.5）に関する自治体連絡会議（第4回）及び平成26年度大気環境行政に係る自治体会議に関する旅費の支出について（一般事務用）
29,540

環境局 環境管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 大気汚染常時監視用今里交差点局の電気料金に係る経費の支出について(第２四半期分)
54,462

環境局 環境管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視テレメータシステム用機器長期借入にかかる経費の支出について（子局：9月分）
769,482

環境局 環境管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視用テレメータ機器一式長期借入に係る経費の支出について（親局：9月分）
448,524

環境局 環境管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大気汚染常時監視用ＡＴＣ庁舎の構内配線使用に係る経費の支出について（9月分）
5,940

環境局 環境管理課 平成26年10月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　普通旅費 産業廃棄物規制用市内出張交通費の支出について（９月分）
3,890

環境局 環境管理課 平成26年10月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　燃料費 揮発油の購入（規制指導用）経費の支出について　８月分
12,391

環境局 環境管理課 平成26年10月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路（車両有料道路）通行料金用費用の支出について　８月分
7,990
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環境局 環境管理課 平成26年10月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物情報管理システム用機器一式長期借入経費の支出について　９月分
77,760

環境局 環境管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 法規関連書籍追録概算購入及び経費の支出について（第4回中間払い・環境管理部一般事務用）
10,114

環境局 環境管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 郵便料金の支出について（9月分　環境管理部　一般業務用）
33,035

環境局 環境管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 環境データ処理システム保守管理業務委託に係る委託料の支出について（第２四半期）
802,332

環境局 環境管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
1,680

環境局 環境管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
1,399

環境局 環境管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　建物修繕料 共同利用施設維持管理用大阪市立西三国センター屋上漏水補修（緊急）に係る経費の支出について
86,400

環境局 環境管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
100

環境局 環境管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 平成26年度 環境管理部管理用地除草作業業務委託料の支出について（管理用地維持管理用）
398,520

環境局 環境管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
600

環境局 環境管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
250

環境局 環境管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 自動車騒音面的評価システムに係る機器の借入経費の支出について（交通騒音振動対策用）９月分
5,940

環境局 環境管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
1,200

環境局 環境管理課 平成26年10月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
700

環境局 環境管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 「環境法規総覧」追録購入及び費用の支出について（第2回中間払い・環境管理部一般事務用）
45,100

環境局 環境管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第2四半期分
4,505

環境局 環境管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 水質汚濁対策用拡声器購入経費の支出について
36,720

環境局 環境管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 水質汚濁対策用水質測定用試薬購入経費の支出について
97,200

環境局 環境管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（環境管理部 公害パトロール用・９月分）
32,968

環境局 環境管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 深夜業務に伴うタクシー代の支出について（一般事務用　平成26年9月13日分）
7,320

環境局 環境管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 深夜業務に伴うタクシー代の支出について（一般事務用　平成26年9月13日分）
6,200

環境局 環境管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 共同利用施設用平成26年度大阪市立共同利用施設の管理運営に係る経費の支出について（第３四半期）
3,131,000

環境局 環境管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 ＡＴＣ庁舎電話料金の支出について（平成２６年９月分・庁舎管理用）
60,060

環境局 環境管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 悪臭防止対策用悪臭分析パネルに係る報償金の支出について（9月26日実施分）
18,000

環境局 環境管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（９月分）
1,640

環境局 環境管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（９月分）
4,300

環境局 環境管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月1日～10月16日分）
14,050

環境局 環境管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分（No.350448）
53,928

環境局 環境管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分（No.380183)
53,739

環境局 環境管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 環境データ処理システム用光回線2回線の使用に係る経費の支出について（9月分）
16,350

環境局 環境管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 大気汚染常時監視用光回線1回線使用に係る経費の支出について（親局：9月分）
9,471

環境局 環境管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（10月1日～10月16日分）
1,620

環境局 環境管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（10月1日～10月16日分）
400

環境局 環境管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（10月1日～10月16日分）
100

環境局 北部環境保全監視担当 平成26年10月08日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年８月分）
1,450

環境局 北部環境保全監視担当 平成26年10月08日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年８月分）
2,150

環境局 北部環境保全監視担当 平成26年10月08日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年８月分）
200

環境局 北部環境保全監視担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用、平成２６年９月分）の支出について
2,400

環境局 北部環境保全監視担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分（北部環境保全監視）
1,005

環境局 北部環境保全監視担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分（北部環境保全監視）
6,996

環境局 東部環境保全監視担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
3,100

環境局 東部環境保全監視担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
2,100

環境局 東部環境保全監視担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
4,100

環境局 東部環境保全監視担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
10,500

環境局 東部環境保全監視担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
200

環境局 東部環境保全監視担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,600

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年10月06日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年８月）
200

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年10月06日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年８月）
400
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環境局 西部環境保全監視担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般業務用市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
1,040

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
7,248

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第２四半期
1,126

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成26年10月06日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
100

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成26年10月06日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
400

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成26年10月10日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 南東部環境保全監視グループ用市内出張交通費（８月分）について
640

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 騒音振動対策用普通騒音計外2点の賃料経費の支出について（第２四半期）
101,114

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 騒音振動対策用低周波騒音計外3点の賃料経費の支出について（第２四半期分）
309,645

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 南東部環境保全監視グループ用市内出張交通費（９月分）について
480

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
1,391

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　手数料 騒音振動対策用普通騒音計の検定経費の支出について
76,500

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,300

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス駐輪場の賃借料（環境保全監視運営用）の支出について（１０月分）
2,000

環境局
南西部環境保全監視担
当

平成26年10月08日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般業務用市内出張交通費の支出について（８月分・南西部環境保全監視グループ）
2,270

環境局
南西部環境保全監視担
当

平成26年10月15日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
300

環境局
南西部環境保全監視担
当

平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般業務用市内出張交通費の支出について（９月分・南西部環境保全監視グループ）
3,560

環境局
南西部環境保全監視担
当

平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
5,294

環境局
南西部環境保全監視担
当

平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
309

環境局 事業管理課 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 河川水面清掃及び河川清掃ごみ運搬業務委託（概算契約）経費の支出について（水面清掃事業用）（８月分）
4,203,468

環境局 事業管理課 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 動物死体処理業務委託経費（動物死体処理用）の支出について（８月分）
2,126,852

環境局 事業管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 西南環境事業センター３階脱衣場空調修繕費（施設維持管理）の支出について
184,572

環境局 事業管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 船舶検査の受検経費（船舶検査）の支出について（みおつくし３）
24,300

環境局 事業管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 中部環境事業センター・西南環境事業センター・東南環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（８月分）
531,844

環境局 事業管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西北環境事業センター・南部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（８月分）
337,134

環境局 事業管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 東北環境事業センター・西部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（８月分）
311,011

環境局 事業管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 城北環境事業センター・北部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（８月分）
318,197

環境局 事業管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 委託料　委託料 平成２６年度無縁仏慰霊祭及び大阪市戦災犠牲者慰霊祭業務委託にかかる経費（霊園事業）の支出について
480,816

環境局 事業管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
991,890

環境局 事業管理課 平成26年10月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 天六公衆トイレの光熱水費経費（公衆トイレ維持管理用）の支出について（8月分）
131,698

環境局 事業管理課 平成26年10月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 委託料　委託料 市設北畠霊園樹木の伐採にかかる経費の支出について（霊園整備用）
410,400

環境局 事業管理課 平成26年10月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 委託料　委託料 南霊園擁壁補修設計業務委託にかかる経費(霊園整備用)の支出について
604,800

環境局 事業管理課 平成26年10月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 委託料　委託料 カロート入替業務委託にかかる経費の支出について（泉南メモリアルパーク整備用）
136,080

環境局 事業管理課 平成26年10月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 北部環境事業センター外８ヶ所　機械警備業務委託費（センター警備用）の支出について（８月分）
254,880

環境局 事業管理課 平成26年10月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 ポリエチレン製ごみ袋購入経費（清掃ボランティア用）の支出について
1,716,660

環境局 事業管理課 平成26年10月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 レターケースほか１４点購入経費（一般事務用）の支出について
25,563

環境局 事業管理課 平成26年10月09日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 棺台車補修剤購入経費の支出について（斎場事業運営用）
45,900

環境局 事業管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 中部環境事業センター５階ボイラ室給湯用循環ポンプＰＷ－２－１取替修理費（施設維持管理用）の支出のついて
389,880

環境局 事業管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 朱肉ほか１点にかかる購入経費の支出について（瓜破斎場事業管理用）
5,184

環境局 事業管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【福島区・此花区・西淀川区内】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（８月分）
16,692

環境局 事業管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
598,907

環境局 事業管理課 平成26年10月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 苛性ソーダ買入経費（し尿流注業務用）の支出について
44,712

環境局 事業管理課 平成26年10月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【北部地域】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（８月分
17,322,495

環境局 事業管理課 平成26年10月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【福島区・此花区・西淀川区内】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（８月分）
3,809,397

環境局 事業管理課 平成26年10月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 人力除草・清掃業務委託（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（８月分）
7,930,025

環境局 事業管理課 平成26年10月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【都島区・旭区内】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（８月分）
2,299,313

環境局 事業管理課 平成26年10月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【南部地域】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（８月分）
21,308,885

環境局 事業管理課 平成26年10月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 需用費　建物修繕料 大阪市設南霊園南側塀修繕（緊急）にかかる経費（霊園整備用）の支出について
939,600

環境局 事業管理課 平成26年10月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 西北環境事業センター整備棟シャッター修繕（緊急）費（施設維持管理用）の支出について
82,080
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環境局 事業管理課 平成26年10月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 南部環境事業センター整備棟ガス乾燥機（２号機）修理見積手数料費（施設維持管理用）の支出について
16,200

環境局 事業管理課 平成26年10月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 廃棄物処理事業用大阪市粗大ごみ処理手数料収納業務委託経費の支出について（郵便局　平成２６年８月分）
423,680

環境局 事業管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 業務用扇風機ほか２点購入費（施設維持管理用）の支出について
59,076

環境局 事業管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 西北環境事業センターブラインド購入費（施設維持管理用）の支出について
234,748

環境局 事業管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 中部環境事業センター送風機ほか１点購入費（施設維持管理用）の支出について
45,144

環境局 事業管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 Ⅴベルトほか３点購入費（施設維持管理用）の支出について
46,008

環境局 事業管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 瓜破斎場　ジョイントキャップ購入経費の支出について（斎場事業運営用）
384,912

環境局 事業管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 ごみ量集計用ごみ量集計システムにかかる入力データ作成業務委託経費の支出について（平成２６年９月分）
398,314

環境局 事業管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 ごみ量集計用ごみ量集計システム運用・保守委託経費の支出について（平成26年9月分）
123,984

環境局 事業管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 中部環境事業センターほか２箇所樹木剪定業務委託費（施設維持管理用）の支出について
595,811

環境局 事業管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ごみ量集計用ごみ量集計システムサーバ機及び周辺装置の借入経費の支出について（平成２６年９月分）
38,102

環境局 事業管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 報償費　報償金 第２回大阪市葬祭施設指定管理予定者選定会議委員報償金の支出について（斎場事業運営用）
66,060

環境局 事業管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 報償費　報償金 大阪市葬祭施設指定管理予定者選定会議専門委員会議委員報償金（大阪市立斎場分）の支出について（斎場事業運営用）
33,510

環境局 事業管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 報償費　報償金 大阪市葬祭施設指定管理予定者選定会議専門委員会議委員報償金（大阪市立葬祭場分）の支出について（斎場事業運営用）
34,150

環境局 事業管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（８月分）
24,330

環境局 事業管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 大阪市立瓜破斎場夜間緊急受付業務委託経費の支出について（斎場事業運営用９月分）
13,500

環境局 事業管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 瓜破斎場　空調フィルター清掃業務委託経費の支出について（斎場事業運営用）
124,200

環境局 事業管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 使用料及賃借料　使用料 斎場予約受付システム用機器一式借入経費の支出について（斎場事業運営用９月分）
140,184

環境局 事業管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（８月分）
5,610

環境局 事業管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（瓜破霊園過年度還付用）
15,933

環境局 事業管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 茶臼山公衆トイレ　女子便器排水詰り緊急修繕経費（公衆トイレ整備用）の支出について
196,560

環境局 事業管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　印刷製本費 平成26年度美化運動功労者表彰感謝状の作成にかかる印刷業務および筆耕業務経費の支出について
42,120

環境局 事業管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度美化運動功労者表彰感謝状の作成にかかる印刷業務および筆耕業務経費の支出について
49,788

環境局 事業管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣによる高速道路利用料金にかかる経費（収集作業用）の支出について（８月分）
409,600

環境局 事業管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣによる高速道路利用料金にかかる経費（収集作業用）の支出について（８月分）
2,288,680

環境局 事業管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　筆耕翻訳料 第２２回大阪市路上喫煙対策委員会速記にかかる経費（路上喫煙対策委員会用）の支出について
29,160

環境局 事業管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　筆耕翻訳料 第２３回大阪市路上喫煙対策委員会速記にかかる経費（路上喫煙対策委員会用）の支出について
19,440

環境局 事業管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 真空掃除機用ホース継手の購入経費の支出について（斎場事業運営用）
93,312

環境局 事業管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 鶴見斎場建物内警備業務委託経費の支出について（斎場事業管理用）第２四半期
76,732

環境局 事業管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 小林斎場建物内警備業務委託経費の支出について（斎場事業運営用）第２四半期
67,947

環境局 事業管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 北斎場建物内警備業務委託の支出について（斎場事業運営用）第２四半期
435,086

環境局 事業管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 佃斎場建物内警備業務委託について（斎場事業運営用）第２四半期
69,942

環境局 事業管理課 平成26年10月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　燃料費 中浜流注場の車両用揮発油代金（し尿流注業務用）の支出について（8月分）
20,010

環境局 事業管理課 平成26年10月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（西区・港区・大正区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
2,880,000

環境局 事業管理課 平成26年10月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（平野区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
3,812,400

環境局 事業管理課 平成26年10月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（旭区・城東区・鶴見区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
5,940,000

環境局 事業管理課 平成26年10月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 公衆トイレ清掃・管理業務委託（その１）経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（９月分）
1,039,679

環境局 事業管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 交通安全三角旗の購入経費の支出について（事故防止対策用）
135,000

環境局 事業管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 粗大ごみ中継地（城北環境事業センター）ホイルローダの修理にかかる経費の支出について（粗大ごみ中継地運営用）
106,682

環境局 事業管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（住之江区・住吉区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
3,667,500

環境局 事業管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（中央区・浪速区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
3,240,000

環境局 事業管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（天王寺区・東住吉区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
3,212,100

環境局 事業管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 廃棄物処理事業用粗大ごみ処理手数料納入通知書等の後納郵便料の支出について（平成26年9月分）
154,251

環境局 事業管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（淀川区・東淀川区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
4,050,000

環境局 事業管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（阿倍野区・西成区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
4,500,000

環境局 事業管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 公衆トイレ及び喫煙設備清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（９月分）
142,344

環境局 事業管理課 平成26年10月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 ナット締付工具ほか３点購入経費（公衆トイレ整備用）の支出について
104,760

環境局 事業管理課 平成26年10月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 自動火災報知用感知器の購入経費（し尿流注業務用）の支出について
55,058
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環境局 事業管理課 平成26年10月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 公衆トイレ清掃・管理業務委託（その２）経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（６・７・８月分）
1,107,537

環境局 事業管理課 平成26年10月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 中浜流注場貯留槽等清掃業務委託経費（し尿流注業務用）の支出について
665,712

環境局 事業管理課 平成26年10月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 公衆トイレ及び喫煙設備清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（９月分）
435,456

環境局 事業管理課 平成26年10月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 天六公衆トイレ清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理用）の支出について（９月分）
148,841

環境局 事業管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 蓄電池ほか３点購入費（施設維持管理用）の支出について
94,284

環境局 事業管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（北区・都島区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
2,754,000

環境局 事業管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度　ホイルローダ月次検査・年次検査及びオイル交換等整備業務委託（その２）にかかる経費（粗大ごみ中継地運営用）の支出について（９月分）
22,464

環境局 事業管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西北環境事業センターほか２箇所樹木剪定業務委託費（施設維持管理用）の支出について
948,510

環境局 事業管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度　ホイルローダ月次検査・年次検査及びオイル交換等整備業務委託（その１）にかかる経費（粗大ごみ中継地運営用）の支出について（９月分）
22,464

環境局 事業管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（福島区・此花区・西淀川区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
2,157,312

環境局 事業管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　建物修繕料 瓜破斎場　排気ファン用電動機ほか取替修理経費の支出について（斎場事業運営用）
399,232

環境局 事業管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,860

環境局 事業管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 瓜破斎場消防用設備等点検業務委託経費の支出について（斎場事業運営用）(第１回／全２回)
195,480

環境局 事業管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立斎場予約受付システムソフトウェア借入経費の支出について（斎場事業運営用9月分）
56,727

環境局 事業管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
12,600

環境局 事業管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
800

環境局 事業管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 委託料　委託料 市設霊園（住吉霊園外４霊園）管理に係る業務代行料支払について（霊園管理用）(９月分)
6,128,100

環境局 事業管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 委託料　委託料 市設霊園（泉南メモリアルパーク）管理に係る業務代行料支払について（霊園管理用）(９月分)
9,192,400

環境局 事業管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 委託料　委託料 市設霊園（瓜破霊園外３霊園）及び服部納骨堂管理に係る業務代行料支払について（霊園管理用）(9月分)
20,719,000

環境局 事業管理課 平成26年10月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 し尿収集運搬業務委託経費（し尿流注業務用）の支出について（9月分）
356,400

環境局 事業管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 廃棄物処理事業用粗大ごみ処理手数料納入通知書等の後納郵便料の支出について（平成26年9月分）
610

環境局 事業管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ処理手数料収納用粗大ごみ処理手数料券の配送業務委託経費の支出について（平成２６年９月分）
756

環境局 事業管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（東成区・生野区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
4,329,000

環境局 事業管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 大阪市立北斎場及び鶴見斎場管理に係る業務代行料の支払いについて（斎場事業運営用9月分）
26,324,519

環境局 事業管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 大阪市立小林斎場及び佃斎場管理に係る業務代行料の支払いについて（斎場事業運営用9月分）
15,702,749

環境局 事業管理課 平成26年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
11,850

環境局 事業管理課 平成26年10月28日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
566,225

環境局 事業管理課 平成26年10月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
2,740

環境局 事業管理課 平成26年10月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 委託料　委託料 カロート入替業務委託にかかる経費の支出について（9月分）（泉南メモリアルパーク整備用）
136,080

環境局 事業管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 動物死体処理業務委託経費（動物死体処理用）の支出について（９月分）
2,076,172

環境局 事業管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ処理手数料収納用粗大ごみ処理手数料券の保管・仕分・配送業務委託経費の支出について（平成26年9月分）
169,899

環境局 事業管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度　粗大ごみ収集等申込受付業務委託に伴う経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
15,529,423

環境局 事業管理課 平成26年10月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 投入券印刷経費（し尿流注業務用）の支出について
159,926

環境局 事業管理課 平成26年10月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 清掃ボランティア用郵便後納料金の支出について（平成26年9月分）
1,075

環境局 事業管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 河川水面清掃及び河川清掃ごみ運搬業務委託（概算契約）経費の支出について（水面清掃事業用）（９月分）
4,021,207

環境局 事業管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 委員報酬の支出について（第２４回路上喫煙対策委員会用）
96,030

環境局 事業管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　費用弁償 路上喫煙対策委員会にかかる交通費の支出について（１０月分）
3,920

環境局 事業管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
830

環境局 事業管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 平成２６年７月～９月分瓜破斎場建物内警備業務委託経費の支出について(斎場事業運営用)
63,093

環境局 事業管理課 平成26年10月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 太左衛門橋公衆トイレ多目的ブース内自動水栓取替緊急修繕経費（公衆トイレ整備用）の支出について
86,400

環境局 事業管理課 平成26年10月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 公衆トイレ清掃・管理業務委託（その２）経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（9月分）
456,335

環境局 事業管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 クリアブックの買入及び同経費の支出について（収集作業用）
97,200

環境局 事業管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度（上半期）廃油等回収処理業務委託経費（環境整備用）の支出について（９月分）
29,376

環境局 事業管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２６年度路上喫煙実態定点調査業務委託料の支出について（路上喫煙対策用）
1,308,960

環境局 事業管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 斎場予約受付システム用携帯電話料金の支出について（斎場事業運営用１０月分）
3,474

環境局 事業管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 プロバイダー使用料の支出について(斎場事業運営用１０月分)
37,260

環境局 事業管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 光回線使用料の支出について（斎場事業運営用１０月分）
9,936

環境局 事業管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　手数料 作業服洗濯手数料（概算契約）の支出について（瓜破斎場事業管理用９月分）
22,581
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環境局 事業管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 合葬式墓地使用許可取消に伴う過年度還付金の支出について（霊園過年度還付用）
50,000

環境局 北部環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（８月分）
11,960

環境局 北部環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について(都島区)
4,660,572

環境局 北部環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（北区）
4,048,915

環境局 北部環境事業センター 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（８月分）
2,023,872

環境局 北部環境事業センター 平成26年10月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
5,359

環境局 北部環境事業センター 平成26年10月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
3,200

環境局 北部環境事業センター 平成26年10月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（北区再振込分）
5,000

環境局 北部環境事業センター 平成26年10月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について(都島区再振込分）
51,100

環境局 北部環境事業センター 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（廃棄物処理事業用）購入経費の支出について
63,685

環境局 北部環境事業センター 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
1,011,936

環境局 北部環境事業センター 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
927,936

環境局 北部環境事業センター 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
642,525

環境局 北部環境事業センター 平成26年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 全自動洗濯機（廃棄物処理事業用）購入経費の支出について
51,840

環境局 北部環境事業センター 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
59,535

環境局 北部環境事業センター 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
3,092

環境局 北部環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（９月分）
20,560

環境局 北部環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 Ａ３ラミネータ―（普及啓発用）購入経費の支出について
25,272

環境局 東北環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（26．8月分）
2,725

環境局 東北環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（東淀川区）
4,131,378

環境局 東北環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について(淀川区)
4,400,937

環境局 東北環境事業センター 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（26．8月中継地分）
151,790

環境局 東北環境事業センター 平成26年10月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（26．8月分）
1,517,904

環境局 東北環境事業センター 平成26年10月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（26．8月分）
356,136

環境局 東北環境事業センター 平成26年10月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 ８月分市内等出張交通費の支出について
15,990

環境局 東北環境事業センター 平成26年10月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 サインペンほか17点の購入に係る経費の支出について（一般事務用）
55,074

環境局 東北環境事業センター 平成26年10月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（東淀川区再振込分）
95,140

環境局 東北環境事業センター 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成26年度　工業用水道使用料金の支出について（洗車用・10月分）
19,461

環境局 東北環境事業センター 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成26年度　下水道使用料金の支出について（庁舎管理用・9月分）
268,709

環境局 城北環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（８月分）
692,896

環境局 城北環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について　（旭区）
3,207,784

環境局 城北環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（城東区）
5,713,165

環境局 城北環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（鶴見区）
2,962,681

環境局 城北環境事業センター 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物処理事業用全自動洗濯機購入並びに運搬リサイクル経費の支出について
87,480

環境局 城北環境事業センター 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（第２四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（８月分）
927,936

環境局 城北環境事業センター 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（第２四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（平成２６年８月分）
2,276,856

環境局 城北環境事業センター 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 廃棄物処理事業用全自動洗濯機購入並びに運搬リサイクル経費の支出について
11,016

環境局 城北環境事業センター 平成26年10月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物処理事業用置き敷きマットほか１点購入経費の支出について
27,097

環境局 城北環境事業センター 平成26年10月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（８月分）
152,376

環境局 城北環境事業センター 平成26年10月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 第40回（平成26年度）鶴見区民まつりにおけるリサイクル工作教室の講師謝礼金の支出について
39,700

環境局 城北環境事業センター 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用等市内出張交通費の支給について（平成２６年８月分）
15,390

環境局 城北環境事業センター 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年9月分）
17,443

環境局 城北環境事業センター 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年9月分）
860

環境局 城北環境事業センター 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年9月分）
3,810

環境局 城北環境事業センター 平成26年10月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年9月分）
4,260

環境局 城北環境事業センター 平成26年10月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（城東区再振込分）
66,940

環境局 城北環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
714,814

環境局 城北環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用浴室扉修繕経費の支出について
33,480
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環境局 西北環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用　資源集団回収団体への報奨金の支出について（西淀川区）
2,528,280

環境局 西北環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用　資源集団回収団体への報奨金の支出について（福島区）
1,759,867

環境局 西北環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用　資源集団回収団体への報奨金の支出について（此花区）
1,186,535

環境局 西北環境事業センター 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 職員衛生用洗濯機購入経費の支出について
21,492

環境局 西北環境事業センター 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 職員衛生用洗濯機購入経費の支出について
3,132

環境局 西北環境事業センター 平成26年10月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費（８月分）の支出について
4,400

環境局 西北環境事業センター 平成26年10月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２６年８月分）
4,993

環境局 西北環境事業センター 平成26年10月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２６年８月分）
3,008

環境局 西北環境事業センター 平成26年10月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２６年８月分）
260

環境局 西北環境事業センター 平成26年10月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２６年８月分）
2,020

環境局 西北環境事業センター 平成26年10月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２６年８月分）
800

環境局 西北環境事業センター 平成26年10月15日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２６年８月分）
2,350

環境局 西北環境事業センター 平成26年10月15日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２６年８月分）
4,900

環境局 西北環境事業センター 平成26年10月15日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２６年８月分）
600

環境局 西北環境事業センター 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 収集輸送用洗車洗剤購入経費の支出について
14,256

環境局 西北環境事業センター 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用下水道使用料の支出について（平成26年９月分）
524,361

環境局 西北環境事業センター 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 車両洗車用工業用水道使用料の支出について（平成26年１０月分）
27,853

環境局 西北環境事業センター 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 交通事故防止用安全運転管理者法定講習会証紙代の支出について
21,000

環境局 西北環境事業センター 平成26年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 廃棄物収集輸送用圧縮天然ガス購入経費の支出について（スタンド平成26年９月分）
650,518

環境局 西北環境事業センター 平成26年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 廃棄物収集輸送用揮発油購入経費の支出について（平成２６年９月分）
927,936

環境局 西北環境事業センター 平成26年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 廃棄物収集輸送用軽油購入経費の支出について（平成２６年９月分）
758,952

環境局 西北環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用複写機使用料の支出について（平成２６年７月～９月分）
42,566

環境局 西北環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用ファクシミリ機器使用料の支出について（平成２６年７月～９月）
8,935

環境局 西北環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２６年９月分）
3,004

環境局 西北環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２６年９月分）
2,155

環境局 西北環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２６年９月分）
2,200

環境局 西北環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２６年９月分）
2,045

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成26年8月分
11,965

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（東住吉区）
4,285,977

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（浪速区）
180,176

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（中央区）
930,342

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（天王寺区）
1,850,404

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸液ほか１点購入経費の支出について（職員衛生用）
73,288

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成２６年８月分
180,726

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（第２８～３５号）の支出について　（平成２６年８月分）
540

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（第２８～３５号）の支出について　（平成２６年８月分）
3,200

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（第２８～３５号）の支出について　（平成２６年８月分）
820

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（第２８～３５号）の支出について　（平成２６年８月分）
1,250

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（第２８～３５号）の支出について　（平成２６年８月分）
200

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸水購入経費の支出について（庁舎管理用）
36,720

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 氏名札購入経費の支出について（一般事務用）
28,944

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 エレベーター保守点検業務委託経費（庁舎管理用）の支出について（第２四半期分）
158,112

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（中央区再振込分）
31,390

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯購入経費の支出について（庁舎管理用）
14,040

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
1,517,904

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
927,936

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
47,301

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（東住吉区再振込分）
50,670
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環境局 中部環境事業センター 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料(庁舎管理用)の支出について　平成26年9月分
253,152

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道料（廃棄物収集運搬車用）の支出について平成２６年１０月分
4,870

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用経費（庁舎管理用）の支出について（９月分）
364,375

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用経費（車両洗車用）の支出について（１０月分）
25,509

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用）の支出について（平成２６年９月分）
6,360

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
2,094

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 チューブバンド輪状タイプ購入経費の支出について（廃棄物収集運搬用）
10,584

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（第３６～４５号）の支出について　（平成２６年９月分）
906

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（第３６～４５号）の支出について　（平成２６年９月分）
7,419

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
37,670

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
3,456

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成26年9月分
4,113

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（第３６～４５号）の支出について　（平成２６年９月分）
960

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 　平成26年度　エレベーター設備保守点検整備業務委託料（庁舎管理用）の支出について
387,666

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（第３６～４５号）の支出について　（平成２６年９月分）
1,430

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
3,600

環境局 中部環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（第３６～４５号）の支出について　（平成２６年９月分）
648

環境局 西部環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（８月分）
516,297

環境局 西部環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（大正区）
1,520,016

環境局 西部環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（西区）
1,350,903

環境局 西部環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（港区）
2,544,229

環境局 西部環境事業センター 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
12,996

環境局 西部環境事業センター 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 市民啓発用カラープリンターの修繕経費の支出について
5,940

環境局 西部環境事業センター 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,200

環境局 西部環境事業センター 平成26年10月02日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
800

環境局 西部環境事業センター 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費（事務連絡用等）の支出について（８月分）
2,140

環境局 西部環境事業センター 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（８月分）
1,517,904

環境局 西部環境事業センター 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（８月分）
927,936

環境局 西部環境事業センター 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 安全運転管理者等講習会受講手数料（証紙代）の支出について（事故防止対策用）
12,600

環境局 西部環境事業センター 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成26年度 西部環境事業センター内警備業務委託料（庁舎管理用）の支出について（９月分）
680,850

環境局 西部環境事業センター 平成26年10月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸水ほか３点購入経費（職員衛生用等）の支出について
116,100

環境局 西部環境事業センター 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成26年度　工業用水道使用料金（施設及び清掃用）の支出について（１０月分）
24,753

環境局 西部環境事業センター 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成26年度 下水道使用料金（施設用）の支出について（９月分）
428,695

環境局 西部環境事業センター 平成26年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,758

環境局 西部環境事業センター 平成26年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
440

環境局 西部環境事業センター 平成26年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,250

環境局 西部環境事業センター 平成26年10月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
9,214

環境局 西部環境事業センター 平成26年10月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
510

環境局 西部環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費（事務連絡用等）の支出について（７月分）
280

環境局 西部環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費（事務連絡用等）の支出について（９月分）
8,100

環境局 西部環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
2,880

環境局 西部環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 蛍光ペンほか４７点 購入経費（一般事務用）の支出について
43,524

環境局 西部環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
442,078

環境局 西部環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（大正区再振込分）
5,000

環境局 東部環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張旅費の支出について（８月分）
3,720

環境局 東部環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について　（生野区）
2,592,654

環境局 東部環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（東成区）
1,083,515

環境局 東部環境事業センター 平成26年10月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
10,036
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環境局 東部環境事業センター 平成26年10月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
820

環境局 東部環境事業センター 平成26年10月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,750

環境局 東部環境事業センター 平成26年10月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,000

環境局 東部環境事業センター 平成26年10月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,100

環境局 東部環境事業センター 平成26年10月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 衣類圧縮袋の購入経費の支出について（子ども服展示提供衣類の保管用）
11,394

環境局 東部環境事業センター 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料の支出について（車両洗車用）１０月分
24,753

環境局 東部環境事業センター 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料の支出について（庁舎管理用）９月分
353,926

環境局 東部環境事業センター 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,348

環境局 東部環境事業センター 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（廃棄物処理事業用）買入経費の支出について（９月分）
1,517,904

環境局 東部環境事業センター 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
491,782

環境局 東部環境事業センター 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（廃棄物処理事業用）の買入経費の支出について（９月分）
927,936

環境局 東部環境事業センター 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,100

環境局 東部環境事業センター 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
770

環境局 東部環境事業センター 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
200

環境局 東部環境事業センター 平成26年10月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
324

環境局 東部環境事業センター 平成26年10月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,850

環境局 西南環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成２６年８月分　圧縮天然ガス買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
611,157

環境局 西南環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（住吉区）
3,492,659

環境局 西南環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（住之江区）
4,264,936

環境局 西南環境事業センター 平成26年10月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通旅費の支出について（研修用等　８月分）
7,700

環境局 西南環境事業センター 平成26年10月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 事務所棟3階浴室床タイル修繕にかかる経費の支出について（庁舎管理用）
75,600

環境局 西南環境事業センター 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成２６年度　工業用水道料金の支出（庁舎管理用　１０月分）
22,777

環境局 西南環境事業センター 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成２６年度　９月分　下水道料金の支出について（庁舎管理用）
341,155

環境局 西南環境事業センター 平成26年10月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 普及啓発事業用定規の購入経費支出について
127,348

環境局 西南環境事業センター 平成26年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 手洗い用洗剤ほか2点の購入及び同経費の支出について（職員衛生用）
77,652

環境局 西南環境事業センター 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について　第２四半期分（一般事務用）
4,755

環境局 西南環境事業センター 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成２６年９月分　揮発油買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
927,936

環境局 西南環境事業センター 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成26年9月分　圧縮天然ガス買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
575,100

環境局 西南環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金資金繰戻金の支出について（9月分）
2,160

環境局 西南環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成２６年９月分　軽油買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
1,264,920

環境局 西南環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金資金繰戻金の支出について（9月分）
1,300

環境局 西南環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金資金繰戻金の支出について（9月分）
250

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｂ）購入経費の支出について（8月分）
968,167

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｄ）購入経費の支出について（8月分）
173,340

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用バッテリー（Ｂ）購入経費の支出について（8月分）
167,400

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（Ｂ）（１４５Ｒ１２－８ＰＲ）の購入経費の支出について（塵芥収集自動車用）8月分
207,144

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（Ａ）（２０５/８５Ｒ１６）の購入経費の支出について（塵芥収集自動車用）8月分
1,197,504

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 塵芥収集自動車用軽自動車継続検査手数料の支出について（車両継続検査申請用）（１０月分）
20,900

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（阿倍野区、西成区）
2,587,884

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 塵芥収集自動車用自動車検査登録印紙購入経費の支出について（車両継続検査申請用）（１０月分）
49,500

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 塵芥収集自動車用重量税印紙購入経費の支出について（車両継続検査申請用）（１０月分）
1,348,600

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ギヤオイルの購入経費の支出について（自動車整備用）
66,960

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車整備用　平成２６年度　自動車検査員及び整備主任者法令研修の受講並びに受講経費の支出について（平成２６年１０月２８日（火）、１２月１２日（金）実施分）
15,920

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｄ）購入経費の支出について（8月分）
630,278

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｇ）購入経費の支出について（8月分）
249,393

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｅ）購入経費の支出について（8月分）
504,259

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ｆ)購入経費の支出について(8月分)
752,959

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｉ）購入経費の支出について（8月分）
261,658
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環境局 南部環境事業センター 平成26年10月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ブレーキオイルの購入経費の支出について（自動車整備用）
84,240

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 洗車用高圧洗浄機吐水ホースほか1点（施設維持管理用）の購入経費の支出について
24,030

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｈ）購入経費の支出について（8月分）
162,857

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｃ）購入経費の支出について（8月分）
1,788,744

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 養生テープ付きマスキングシート（＃１）ほか１点の購入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）
45,576

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸水（衛生用）購入の経費支出について
56,419

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 二トリルゴムディスポ手袋ほか２２点の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
301,924

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 エアインパクトレンチの買入経費の支出について(塵芥収集自動車整備用)
99,360

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 硝化綿ラッカー下地塗料　ほか２点の購入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）
71,647

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車工学（書籍）の買入経費の支出について(塵芥収集自動車整備用)
690

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ラミネーター（一般事務用）購入経費の支出について
12,830

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 リンクチェーンほか３点の買入経費の支出について(塵芥収集自動車整備用)
122,364

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ウエスほか２点の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
174,614

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ガソリンエンジンオイルの購入経費の支出について（自動車整備用）（９月分）
94,608

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ラッカーシンナー（上半期）購入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）（９月分）
13,392

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 調色塗料用シンナー（上半期）購入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）（９月分）
35,424

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 作動油の購入経費の支出について（自動車整備用）（９月分）
73,440

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 タイヤ（Ａ）ほか１点の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
210,168

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯代の経費支出について（自動車整備用）（９月分）
19,159

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（研修等）の支出について（９月分）
14,250

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用調色塗料（上半期）購入経費の支出について（自動車整備用）（９月分）
90,720

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道（庁舎管理用）の利用料金の支出について（９月分）
70,478

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道（庁舎管理用）の利用料金の支出について（１０月分）
14,547

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ディーゼルエンジンオイルの購入経費の支出について（自動車整備用）（９月分）
47,088

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 延長コード　ほか４点の購入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）
45,792

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物車（マツダ車）法定点検整備経費の支出について（胞衣等収集自動車整備用）：９月分
29,417

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（ライトバン）法定点検整備経費の支出について（事務連絡自動車整備用）：９月分
21,600

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物車（日産車）法定点検整備に係る経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）：９月分
151,200

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物車（日産車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（塵芥収集自動車整備用）：９月分
98,400

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物車（マツダ車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（胞衣等収集自動車整備用）：９月分
9,900

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物車（いすゞ車）法定点検整備経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）：９月分
37,800

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｃ）購入経費の支出について（9月分）
90,720

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品(Ａ)購入経費の支出について(9月分)
40,610

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｂ）購入経費の支出について（9月分）
119,036

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｄ）購入経費の支出について（9月分）
364,878

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ギヤオイルの購入経費の支出について（自動車整備用）
131,760

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度（前期）使用済みタイヤの収集・運搬及び、処分業務委託経費の支出について（単価契約）：９月分
80,730

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物車（日野車）法定点検整備経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）：９月分
40,856

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物車（日野車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（塵芥収集自動車整備用）：９月分
20,500

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用水性防錆塗料の購入経費の支出について（塵芥収集自動車用）（１０月分）
35,640

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（９月分）
1,978

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（９月分）
5,202

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 フラッシャー球ほか９点の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
124,340

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（９月分）
12,900

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の経費支出について（９月分）
3,917

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の経費支出について（９月分）
3,450

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（９月分）
2,138

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の経費支出について（９月分）
2,484
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環境局 南部環境事業センター 平成26年10月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の経費支出について（９月分）
300

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について(一般事務用)第２四半期分
7,771

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について(一般事務用)第２四半期分
53,398

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費(廃棄物処理事業用)の支出について(９月分)
728,128

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油買入経費(廃棄物処理事業用)の支出について(９月分)
1,237,248

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入経費(分別収集の推進事業用)の支出について(９月分)
126,492

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用普通貨物車（ＵＤ車）法定点検整備経費の支出について（粗大ごみ中継作業車整備用）
98,950

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用普通貨物車（ＵＤ車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（粗大ごみ中継作業車整備用）
57,400

環境局 南部環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（阿倍野区・西成区再振込分）
63,301

環境局 東南環境事業センター 平成26年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（平野区）
5,028,656

環境局 東南環境事業センター 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用８月分）の支出について
5,710

環境局 東南環境事業センター 平成26年10月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 手洗い用石けん水（安全衛生用）購入経費の支出について
35,100

環境局 東南環境事業センター 平成26年10月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ブレードホース（資源中継地用）購入経費の支出について
35,640

環境局 東南環境事業センター 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 天然ガス使用料金（車両輸送用１０月分）の支出について
1,191,784

環境局 東南環境事業センター 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
927,936

環境局 東南環境事業センター 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
758,952

環境局 東南環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
1,602

環境局 東南環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,036

環境局 東南環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
250

環境局 東南環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
208

環境局 東南環境事業センター 平成26年10月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
600

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年10月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２６年度（第２～第４四半期）資源ごみ等処理業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（８月分）
2,131,753

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度ごみ搬入票入力データ作成業務委託その４（概算契約）の実施及び同経費の支出について（９月分）
12,412

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成26年度　搬入票発行・作業対象名簿管理システム保守業務委託経費の支出について（許可業者管理用）（９月分）
151,200

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度ごみ搬入票入力データ作成業務委託その４（概算契約）の実施及び同経費の支出について（９月分）
323,297

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　作業対象名簿管理用コンピュータ一式長期借入の実施及び同所要経費の支出について（平成２６年９月分）
7,830

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 作業対象名簿管理システム用プリンタ一式借入の実施及び同所要経費の支出について（平成２６年９月分）
4,730

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 搬入票発行管理システム用機器一式長期借入経費の支出について（９月分）
147,204

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年10月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 特定建築物管理システム保守業務委託料の支出について（維持管理用）【９月分】
36,180

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 平成２６年度ごみ搬入票（3連A）ほか1点印刷業務契約の実施及び同経費の支出について（９月分）
89,856

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 三段対照廃棄物処理法法令集平成２６年版の買入について
34,560

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通旅費の支出について（研修用等／９月分）
7,970

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ごみ搬入票仕訳書用紙の購入経費の支出について（搬入票整理用）
10,692

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
58,375

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
31,472

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 一般廃棄物排出事業者に対するアンケート調査にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年9月分）
17,460

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 使用済み乾電池・蛍光灯管の処理及び再資源化用業務委託料（８月分）の支出について
487,868

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ボールペン購入経費の支出について（紙パック回収事業用）
23,328

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 東淀川区リサイクル工作教室（平成26年9月10日東淀川図書館）講師謝礼金の支出について
5,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（入札に係る立入検査）
9,520

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（入札に係る立入検査）
4,920

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 プリンターほか３点の買入について（資源化事業用）
148,176

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 資源ごみ中継地運営用凹字型フレームの購入経費の支出について
23,328

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 東成区リサイクル工作教室（平成26年9月20日東成区子育てプラザ）講師謝礼金の支出について
11,540

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支給について(平成26年8月分）
2,780

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　建物修繕料 平野容器包装プラスチック中継施設運営用重量シャッター修繕費（緊急）の支出について
54,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 廃棄物減量等推進員事業用ポリプロピレンロープほか１０点購入経費の支出について
149,677

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 廃棄物減量等推進員事業用養生テープほか３３点購入経費の支出について
122,504
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環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　印刷製本費 古紙・衣類収集用及び普通ごみ収集用分別排出啓発ラベル印刷にかかる経費の支出について（古紙・衣類収集事業）
1,269,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（入札資格審査に係る立入検査）
4,140

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（ベール品質調査立会用）
33,040

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 資源ごみ中継地運営用ショベルローダー（西南２号）の修理費用の支出について
2,700

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地運営用平成２６年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ年間契約（その３）費用の支出について（８月分）
8,640

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容器包装プラスチック中継施設運営用平成２６年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ年間契約（その２）費用の支出について（９月分）
23,760

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地運営用平成２６年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ年間契約（その３）費用の支出について（９月分）
8,640

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月22日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 廃乾電池の搬送経費（7月2日～9月11日分）の支出について（拠点回収事業用）
393,692

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 資源ごみ中継地運営用ショベルローダータイヤ費用の支出について
209,088

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 工業用水道料（中継地運営管理用）の支出について（平成26年10月分）
11,286

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設運営用ショベルローダー（住之江１号）の修理費用の支出について
145,195

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 資源ごみ中継地運営用ショベルローダー（東南２号）の修理費用の支出について
69,703

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 資源ごみ中継地運営用ショベルローダー（東北１号）の修理費用の支出について
104,533

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 資源ごみ中継地運営用ショベルローダー（西北１号）の修理費用について
12,603

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 資源ごみ中継地運営用ショベルローダー（東南１号）の修理費用の支出について
254,631

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 下水道水道料（中継地運営管理用）の支出について（平成26年9月分）
18,144

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 負担金、補助及交付金　会費 市民啓発用区民まつり（大正区）会費の支出について
17,200

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 負担金、補助及交付金　会費 市民啓発用区民まつり（港区）会費の支出について
17,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 特定家庭用機器廃棄物等の再商品化義務委託経費の支出について（９月分）（廃家電再商品化事業用）
430,634

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 西区推進員連合代表者会議（平成26年10月8日西区民センター）会場使用料の支出について
3,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 平野区廃棄物減量等推進員委嘱式用会場舞台技術運営業務委託経費の支出について（平成26年10月10日クレオ大阪南）
32,400

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
1,944

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 資源ごみ中継地運営用ショベルローダータイヤ費用の支出について
209,088

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
4,664

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設運営用ショベルローダー（鶴見３号）の修理費用の支出について
29,764

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
13,380

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（東北方面中継地）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
5,392,267

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西北方面中継地）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
5,377,995

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（東南方面中継地）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
8,094,483

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（鶴見中継地）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
5,195,882

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（鶴見中継施設）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
8,150,280

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（住之江中継施設）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
7,525,600

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（平野中継施設）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
10,791,737

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地及び容器包装プラスチック中継施設運営用平成２６年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ年間契約（その１）費用の支出について（９月分）
24,300

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（西淀中継施設）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
7,466,138

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西南方面中継地）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
5,765,682

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（東淀中継施設）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
6,523,833

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地及び容器包装プラスチック中継施設運営用平成２６年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ年間契約（その１）費用の支出について（９月分）
40,500

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（舞洲中継施設）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
1,102,918

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
2,160

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　印刷製本費 減量美化推進事業用資源集団回収功労団体表彰にかかる感謝状印刷及び筆耕経費の支出について
45,489

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
2,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年10月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 負担金、補助及交付金　会費 ごみ減量キャンペーン事業用区民まつり（鶴見区）会費の支出について
8,200

環境局 施設管理課 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 クレーン運転士免許学科試験手数料にかかる経費の支出について（施設維持管理用）
13,860

環境局 施設管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 西淀工場排出焼却残滓業務委託（概算契約）費用の支出について（平成２６年度・残滓陸送用）（８月分）
1,860,270

環境局 施設管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度　北港事務所消防設備等保守点検業務委託経費の支出について（処分地管理用）
118,800

環境局 施設管理課 平成26年10月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 浸透潤滑油の買入経費の支出について（施設維持管理用）
12,960

環境局 施設管理課 平成26年10月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　印刷製本費 第２１号技術レポート印刷費の支出について（工場運営管理用）
307,800
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環境局 施設管理課 平成26年10月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 八尾工場　工業用水道使用料金にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用　９月分）
976,461

環境局 施設管理課 平成26年10月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 時計買入経費の支出について（施設維持管理用）
12,150

環境局 施設管理課 平成26年10月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ホチキス針買入経費の支出について
21,276

環境局 施設管理課 平成26年10月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ヘルメットほか２点買入経費の支出について
11,545

環境局 施設管理課 平成26年10月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 八尾工場　下水道使用料金の支出について（焼却工場維持管理用　９月分）
2,048,230

環境局 施設管理課 平成26年10月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 八尾工場の水道料金にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用　８月分）
619,725

環境局 施設管理課 平成26年10月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 第３６回全国都市清掃研究・事例発表会第２回実行委員会出席にかかる管外出張旅費の支出について（一般事務用）
22,240

環境局 施設管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ＤＶＤソフト（低圧電気取扱の基礎知識）ほか１点の買入経費の支出について（焼却工場運転管理用）
53,334

環境局 施設管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 住之江総合会館簡易専用水道検査手数料の支出について（施設維持管理用）
8,640

環境局 施設管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用　書籍買入経費の支出について（経済調査会）
5,076

環境局 施設管理課 平成26年10月15日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 南港管路輸送センター制御用計算機緊急修繕（その２）経費の支出について(施設維持管理用）
194,400

環境局 施設管理課 平成26年10月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ボールペンほか１０点買入経費の支出について
32,344

環境局 施設管理課 平成26年10月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平野工場　工業用水道使用料金にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用　９月分）
819,039

環境局 施設管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 環境局北港事務所機械警備業務委託　長期継続経費の支出について（処分地管理用・平成２６年度９月分）
18,360

環境局 施設管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度北港処分地南地区第１区巡回警備業務委託経費の支出について（９月分・処分地管理用）
158,440

環境局 施設管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送センター清掃業務委託経費の支出について（８、９月分）（施設維持管理用）
166,428

環境局 施設管理課 平成26年10月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 焼却残滓の大阪湾広域臨海環境整備センターへの搬入処分料金の支払いについて（平成２６年度9月分・八尾工場）
6,953,796

環境局 施設管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送施設ローカルドラム及び輸送管内ごみ閉塞除去作業業務委託経費（概算契約）の支出について（９月分）（施設維持管理用）
347,738

環境局 施設管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一体型電磁流量計買入経費の支出について（処分地管理用）
310,068

環境局 施設管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 処分地管理用　北港事務所プロパンガス使用料の支出について（平成２６年度９月分）
27,216

環境局 施設管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成26年度タイヤ洗浄機点検保守業務委託経費の支出について（処分地管理用）
1,161,000

環境局 施設管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成26年度東淀工場用地の賃貸借契約に係る経費の支出について（焼却工場維持管理用　７～９月分　１／２分）
2,985,859

環境局 施設管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成26年度東淀工場用地の賃貸借契約に係る経費の支出について（焼却工場維持管理用　７～９月分　１／２分）
2,985,860

環境局 施設管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成２６年度９月分北港処分地北地区浸出水下水道放流分下水道使用料の支出について（処分地管理用）
595,414

環境局 施設管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 舞洲工場で使用する電気の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　９月分）
21,190,152

環境局 施設管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 東淀工場で使用する電気の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　９月分）
9,544,125

環境局 施設管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平野工場ほか１箇所で使用する電気の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　９月分）
2,734,498

環境局 施設管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 鶴見工場で使用する電気の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　９月分）
747,367

環境局 施設管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 焼却工場　下水道使用料金の支出について（焼却工場維持管理用　９月分）
18,549,184

環境局 施設管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 西淀工場で使用する電気の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　９月分）
3,563,532

環境局 施設管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 八尾工場で使用する電気の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　９月分）
17,050,938

環境局 施設管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 処分地管理用　平成２６年度北港処分地南地区電気使用料の支出について（９月分）
1,688,606

環境局 施設管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 焼却工場　工業用水道使用料金の支出について（焼却工場維持管理用　１０月分）
3,280,628

環境局 施設管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 南港管路輸送施設ローカルドラム（相愛学園）の電気使用料金にかかる経費の支出について（７月～９月分）（施設維持管理用）
15,301

環境局 施設管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 西淀川屋内プール　消火ポンプ呼水槽ボールタップ取替修繕経費の支出について（施設維持管理用）
30,348

環境局 施設管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
450

環境局 施設管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
515

環境局 施設管理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 委託料　委託料 平成２６年度大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業に係る建設委託経費の支出について（処分場整備用・上半期分）
698,000

環境局 施設管理課 平成26年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
8,837

環境局 施設管理課 平成26年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 焼却工場廃水銀キレート樹脂収集運搬業務委託経費の支出について（閉鎖作業用）
383,400

環境局 施設管理課 平成26年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 焼却工場廃水銀キレート樹脂処理業務委託（概算契約）経費の支出について（閉鎖作業用）
1,160,568

環境局 施設管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
551

環境局 施設管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（９月分）
26,200

環境局 施設管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
107,922

環境局 施設管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（処分地管理用）第２四半期分
3,333

環境局 施設管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 北港事務所分　軽油　第２四半期分　買入経費の支出について（処分地管理用・平成２６年度９月分）
758,952

環境局 施設管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 鶴見工場排出焼却残滓業務委託（概算契約）費用の支出について（平成２６年度・残滓陸送用）（７～９月分）
8,690,043

環境局 施設管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 西淀工場排出焼却残滓業務委託（概算契約）費用の支出について（平成２６年度・残滓陸送用）（９月分）
1,959,430
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環境局 施設管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 舞洲工場排出焼却残滓業務委託（概算契約）費用の支出について（平成２６年度・残滓陸送用）（７～９月分）
3,846,993

環境局 施設管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 東淀工場排出焼却残滓等業務委託（概算契約）費用の支出について（平成２６年度・残滓陸送用）（７～９月分）
5,548,970

環境局 施設管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 平野工場排出焼却残滓業務委託（概算契約）費用の支出について（平成２６年度・残滓陸送用）（７～９月分）
13,903,730

環境局 施設管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 八尾工場排出焼却残滓業務委託（概算契約）費用の支出について（平成２６年度・残滓陸送用）（９月分）
1,333,587

環境局 施設管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度北港処分地廃棄物埋立処分業務委託経費の支出について（９月分・処分地管理用）
12,068,016

環境局 施設管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度此花総合センタービル内エレベータ保守点検業務委託経費の支出について（７月～９月分）施設維持管理用
767,880

環境局 施設管理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 大正工場電波障害対策設備撤去工事経費の支出について（撤去工事用）
1,674,000

環境局 建設企画課 平成26年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 委託料　委託料 森之宮２丁目地内における輸送管撤去に伴う測量業務委託経費の支出について（管路輸送設置施設の代替設備設置事業）
450,360

環境局 建設企画課 平成26年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 委託料　委託料 森之宮２丁目地内における輸送管撤去に伴う測量業務委託経費の支出について（管路輸送設置施設の代替設備設置事業）
3,161,160

環境局 建設企画課 平成26年10月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 役務費　通信運搬費 事務連絡用　市営交通回数カードの購入経費の支出について
90,000

環境局 建設企画課 平成26年10月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 委託料　委託料 もと港工場煙突除染解体撤去工事監理業務委託（第２回中間出来高）経費の支出について（焼却工場解体用）
3,320,000

環境局 建設企画課 平成26年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
11,113

環境局 建設企画課 平成26年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
822

環境局 建設企画課 平成26年10月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 旅費　普通旅費 事務連絡用　市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
12,000

環境局 建設企画課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用　モノクロデジタル複合機使用料の支出について（第２四半期分）
63,160

環境局 西淀工場 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 次亜塩素酸ソーダ（西淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
6,480

環境局 西淀工場 平成26年10月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 接着剤ほか２点購入経費の支出について（施設維持管理用）
322,164

環境局 西淀工場 平成26年10月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 油圧ポンプ購入経費の支出について（施設維持管理用）
186,840

環境局 西淀工場 平成26年10月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（8月分）の支出について（事務連絡用）
9,500

環境局 西淀工場 平成26年10月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ポンプ（＃１）ほか１点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
946,080

環境局 西淀工場 平成26年10月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 手すりほか３点購入経費の支出について（施設維持管理用）
162,259

環境局 西淀工場 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 リサイクルトナーカートリッジほか２点の購入経費の支出について（一般事務用）
35,662

環境局 西淀工場 平成26年10月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 西淀工場　事務用車両車検費用の支払いについて（公用車維持管理用）
45,813

環境局 西淀工場 平成26年10月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 西淀工場　事務用車両車検費用の支払いについて（公用車維持管理用）
1,100

環境局 西淀工場 平成26年10月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 西淀工場　事務用車両車検費用の支払いについて（公用車維持管理用）
5,000

環境局 西淀工場 平成26年10月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度　西淀工場エレベータ保守業務委託料の支出について（焼却工場維持管理用）（７月～９月分）
386,208

環境局 西淀工場 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 防塵マスクほか３点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
208,429

環境局 西淀工場 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 空気調和機ＡＣ４－１修繕の経費の支出について（施設維持管理用）
171,720

環境局 西淀工場 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 西淀工場　作業服洗濯代の支払いについて（廃棄物処理事業用　９月分）
13,386

環境局 西淀工場 平成26年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
5,367

環境局 西淀工場 平成26年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
1,263

環境局 西淀工場 平成26年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
4,310

環境局 西淀工場 平成26年10月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 西淀工場焼却設備中間整備工事（その２）経費の支出について（設備維持管理用）
10,724,400

環境局 平野工場 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トイレ用サンダルの購入経費の支出について（工場維持管理用）
14,040

環境局 平野工場 平成26年10月06日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 平野工場１号減湿水循環ポンプ吐出配管緊急修繕経費の支出について（焼却工場整備用）
1,954,800

環境局 平野工場 平成26年10月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ベアリングユニットほか５点購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
108,000

環境局 平野工場 平成26年10月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 サイクロ減速機購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
345,600

環境局 平野工場 平成26年10月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ボイラ水面計カバー購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
224,640

環境局 平野工場 平成26年10月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 スタッドボルトほか３点購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
244,652

環境局 平野工場 平成26年10月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（平野工場）上半期概算買入購入経費の支出について（飛灰処理用・８月分）
1,234,710

環境局 平野工場 平成26年10月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ポンプ部品ほか２点購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
67,122

環境局 平野工場 平成26年10月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 標準ガスほか１点購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
338,472

環境局 平野工場 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 クレーンバケット用部品（平野工場）購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
600,696

環境局 平野工場 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 プリンター（平野工場）の修繕経費の支出について（焼却工場維持管理用）
84,024

環境局 平野工場 平成26年10月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 平野工場排水処理電気室用空調設備の修繕経費の支出について（焼却設備維持管理用）
47,120

環境局 平野工場 平成26年10月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 灰クレーン用インバータほか１点（平野工場）購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
4,104,000

環境局 平野工場 平成26年10月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 平野工場空調設備の修繕経費の支出について（焼却設備維持管理用）
399,600

環境局 平野工場 平成26年10月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度　平野工場エレベータ保守業務委託（７～９月分）経費の支出について（焼却工場維持管理用）
894,240
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環境局 平野工場 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 平成２６年度　作業用洗濯業務委託経費の支出について（廃棄物処理事業用・９月分）
26,179

環境局 平野工場 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（２６年８月分）
9,460

環境局 平野工場 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 コントロールユニットほか１点の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
306,720

環境局 平野工場 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の購入経費の支出について（一般事務用）第２四半期分
3,114

環境局 平野工場 平成26年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料経費の支出について（一般事務用）第２四半期分
27,647

環境局 平野工場 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
10,171

環境局 住之江工場 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(平成26年8月分)
2,037

環境局 住之江工場 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(平成26年8月分)
14,731

環境局 住之江工場 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 水銀標準液ほか２点の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
50,857

環境局 住之江工場 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ポンプの買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
75,600

環境局 住之江工場 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 サーボリフタブレーキ買入経費の支出について（焼却工場施設整備用）
347,760

環境局 住之江工場 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（住之江工場）上半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・8月分）
1,225,530

環境局 住之江工場 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 清缶剤（住之江工場）概算買入経費の支出について（焼却工場維持管理用・8月分）
375,840

環境局 住之江工場 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 エキスパンションほか４点買入経費の支出について（施設維持管理用）
370,785

環境局 住之江工場 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用・8月分）
373,248

環境局 住之江工場 平成26年10月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 グリースほか３点の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
143,640

環境局 住之江工場 平成26年10月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 エアトラップの買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
59,616

環境局 住之江工場 平成26年10月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 ケースコンベアチェーン（住之江工場）買入経費の支出について（焼却工場施設整備用）
1,890,000

環境局 住之江工場 平成26年10月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 住之江工場排ガス分析計修繕経費の支出について（焼却工場設備整備用）
1,090,800

環境局 住之江工場 平成26年10月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ステンレスポンプ１ほか１点の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
1,567,080

環境局 住之江工場 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（平成26年8月分　事務連絡用）の買入経費の支出について
10,320

環境局 住之江工場 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 コンテナ運搬車車検および３ヶ月法定点検経費の支出について（コンテナ輸送事業）
250,128

環境局 住之江工場 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 空気調和機修繕経費の支出について（設備維持管理用）
77,101

環境局 住之江工場 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 コンテナ運搬車車検および３ヶ月法定点検経費の支出について（コンテナ輸送事業）
1,100

環境局 住之江工場 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 コンテナ運搬車車検および３ヶ月法定点検経費の支出について（コンテナ輸送事業）
65,600

環境局 住之江工場 平成26年10月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 住之江工場作業服洗濯業務委託（概算契約）経費の支出について(9月分・廃棄物処理事業)
7,425

環境局 住之江工場 平成26年10月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成26年度住之江工場エレベータ保守業務委託経費の支出について(第2四半期分・焼却工場維持管理用)
346,680

環境局 住之江工場 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ワイヤロープ（住之江工場）買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
1,682,380

環境局 住之江工場 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 零位調整標準ガスほか１点買入経費の支出について（施設維持管理用）
46,980

環境局 住之江工場 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について(一般事務用）　第２四半期分
2,714

環境局 住之江工場 平成26年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（平成26年9月分）
8,040

環境局 住之江工場 平成26年10月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 住之江工場２号炉ガス再加熱器修繕経費の支出について（施設整備用）
699,840

環境局 住之江工場 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 複写機使用料（平成２６年７月～９月分　一般事務用）の支出について
20,860

環境局 住之江工場 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(平成26年9月分)
1,620

環境局 住之江工場 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(平成26年9月分)
1,508

環境局 住之江工場 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(平成26年9月分)
5,184

環境局 住之江工場 平成26年10月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 予冷塔ビートノズルほか２点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
1,666,980

環境局 鶴見工場 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油（第２四半期）買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）（８月分）
1,119,744

環境局 鶴見工場 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 鶴見工場ガス検知器修繕経費の支出について（焼却工場維持管理用）
81,000

環境局 鶴見工場 平成26年10月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 鶴見工場焼却設備中間整備工事経費の支出について（焼却工場施設整備用）
64,152,000

環境局 鶴見工場 平成26年10月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファイルほか9点の買入経費の支出について（一般事務用）
26,377

環境局 鶴見工場 平成26年10月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 カッティング用シートＡほか13点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
128,152

環境局 鶴見工場 平成26年10月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 パッキン買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
30,024

環境局 鶴見工場 平成26年10月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 増設ベル買入経費の支出について（焼却工場施設管理用）
2,700

環境局 鶴見工場 平成26年10月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ポンプＡほか１点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
839,160

環境局 鶴見工場 平成26年10月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 復水処理剤買入経費の支出について（施設維持管理用）
682,992

環境局 鶴見工場 平成26年10月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 圧力計（Ａ）ほか４点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
247,222

環境局 鶴見工場 平成26年10月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（一般事務用　８月分）
5,048
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環境局 鶴見工場 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成26年度鶴見工場エレベータ保守業務委託経費の支出について（工場内設備安全管理用7月～9月）
382,320

環境局 鶴見工場 平成26年10月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 内蔵型ハードディスクドライブ買入経費の支出について（焼却工場施設管理用）
129,600

環境局 鶴見工場 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
9,507

環境局 鶴見工場 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ホース①ほか１点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
374,436

環境局 鶴見工場 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（カード）の買入経費の支出について（9月　事務用車用）
14,254

環境局 鶴見工場 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
700

環境局 鶴見工場 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
23,146

環境局 鶴見工場 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
3,046

環境局 鶴見工場 平成26年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ディストリビュータＡほか２点買入経費の支出について（焼却施設維持管理用）
170,100

環境局 鶴見工場 平成26年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 活性炭概算買入経費の支出について（施設維持管理用・９月分）
228,777

環境局 鶴見工場 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤概算買入経費の支出について（施設維持管理用・９月分）
653,860

環境局 鶴見工場 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ概算買入経費の支出について（施設維持管理用・９月分）
3,311,181

環境局 鶴見工場 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油（第２四半期）買入（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
373,248

環境局 八尾工場 平成26年10月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡等用市内出張交通費の支出について（8月分）
3,160

環境局 八尾工場 平成26年10月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 共通ベッド＃１ほか２点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
660,960

環境局 八尾工場 平成26年10月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 清缶剤(八尾工場)その２　購入経費の支出について（施設維持管理用）
896,400

環境局 八尾工場 平成26年10月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 脱酸素剤(八尾工場)その２　購入経費の支出について（施設維持管理用）
732,240

環境局 八尾工場 平成26年10月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成26年度八尾工場エレベータ保守業務委託にかかる経費の支出について（第２四半期）（工場維持管理用）
388,800

環境局 八尾工場 平成26年10月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 電動機の購入経費の支出について（施設維持管理用）
69,768

環境局 八尾工場 平成26年10月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 平成26年度　八尾工場における作業服洗濯業務委託の実施経費の支出について　9月分　　（廃棄物処理事業用）
23,884

環境局 八尾工場 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直結式小型吸収缶（＃１）ほか５点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
214,898

環境局 八尾工場 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
1,905

環境局 八尾工場 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
1,265

環境局 八尾工場 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油　第２四半期購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
933,120

環境局 八尾工場 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
1,630

環境局 舞洲工場 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 防スライム剤　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
962,280

環境局 舞洲工場 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 防食防スケール剤　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
982,800

環境局 舞洲工場 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 ４波復調器ほか１点の修繕経費の支出について（施設維持管理用）
224,640

環境局 舞洲工場 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯業務委託（８月分）の経費の支出について（職員衛生用）
11,981

環境局 舞洲工場 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ホースほか２点　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
141,069

環境局 舞洲工場 平成26年10月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 ショベルローダー等運転技能講習の受講経費の支出について（破砕設備運転管理用）
49,000

環境局 舞洲工場 平成26年10月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 舞洲工場電子計算機保守業務委託経費の支出について（施設維持管理用　第２回）
1,350,000

環境局 舞洲工場 平成26年10月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 流量計ほか１点購入経費の支出について（施設維持管理用）
167,076

環境局 舞洲工場 平成26年10月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　庁用器具費 短焦点プロジェクター購入経費の支出について（施設維持管理用）
72,360

環境局 舞洲工場 平成26年10月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 清缶剤（舞洲工場）の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
502,200

環境局 舞洲工場 平成26年10月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 脱酸素剤（舞洲工場）の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
489,240

環境局 舞洲工場 平成26年10月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 ボイラー用肉盛溶接管Ａほか１点（舞洲工場）の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
4,968,000

環境局 舞洲工場 平成26年10月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 舞洲工場破砕設備低速回転式せん断破砕機緊急修繕経費の支出について（破砕設備維持管理用）
334,800

環境局 舞洲工場 平成26年10月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 節炭器バイパスダンパー購入経費の支出について（施設維持管理用）
599,400

環境局 舞洲工場 平成26年10月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 舞洲工場エレベータ保守業務委託契約にかかる経費の支出について（エレベータ保守用）（平成２６年７月～平成２６年９月分）
1,056,240

環境局 舞洲工場 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 会議用ほか市内出張交通費の支給について（平成２６年９月分）
7,580

環境局 舞洲工場 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 超音波式レベル計センサ購入経費の支出について（焼却施設維持管理用）
299,160

環境局 舞洲工場 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
216

環境局 舞洲工場 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
500

環境局 舞洲工場 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
7,280

環境局 舞洲工場 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
51,511

環境局 舞洲工場 平成26年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 舞洲工場ボイラー定期安全管理審査手数料の支出について（焼却設備維持管理用）
168,960

環境局 舞洲工場 平成26年10月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 舞洲工場焼却・破砕設備整備工事経費の支出について（施設維持管理用）
462,348,000



平成26年度（平成26年10月）　公金支出情報

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

環境局 舞洲工場 平成26年10月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 舞洲工場焼却・破砕設備整備工事経費の支出について（施設維持管理用）
25,596,000

環境局 舞洲工場 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（第２四半期）購入経費（設備維持管理用）の支出について（９月分）
25,298

環境局 東淀工場 平成26年10月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 縞鋼板（＃１）ほか7点の買入経費の支出について（施設維持管理用）
155,412

環境局 東淀工場 平成26年10月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 洗濯用粉せっけん　ほか３点の購入経費の支出について（庁舎管理用・職員衛生用）
33,048

環境局 東淀工場 平成26年10月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ＨＣＬ計消耗品（＃１）ほか1点（東淀工場）買入経費の支出について（施設維持管理用・3回目/全3回）
275,638

環境局 東淀工場 平成26年10月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 東淀工場１号ボイラ灰移送コンベアほか緊急修繕経費の支出について（施設維持管理用）
518,400

環境局 東淀工場 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 焼却工場維持管理用　東淀工場エレベータ保守業務委託料の支出について（７～９月分）
723,330

環境局 東淀工場 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 職員衛生用　作業服洗濯業務委託にかかる代金の支出について（９月分）
23,031

環境局 東淀工場 平成26年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
2,131

環境局 東淀工場 平成26年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 東淀工場第一種圧力容器の性能検査手数料の支出について（焼却設備維持管理用）
49,464

環境局 東淀工場 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
26,924

環境局 東淀工場 平成26年10月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 東淀工場 自家用電気工作物点検業務委託経費の支出について（施設維持管理用）
447,120

環境局 総務課 平成26年10月06日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 事務連絡用及び普及啓発用市内出張交通費（８月分）の支出について
11,070

環境局 総務課 平成26年10月06日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 事務連絡用及び普及啓発用市内出張交通費（８月分）の支出について
1,840

環境局 総務課 平成26年10月08日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 法規集追録購入経費（事務参考用）について
26,600

環境局 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 委託料　委託料 平成２６年度環境局ホームページＨＴＭLデータ等制作業務委託経費の支出について（平成２６年４～９月分（前期））
17,388

環境局 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　損害保険料 自賠責保険料（２６－１５）の支出について（渉外事故関係業務用）
1,326,860

環境局 総務課 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 阿倍野合同庁舎水道料金（平成２６年９月分庁舎管理用）の支出について
1,620

環境局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度契約　分庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用9月分）
7,350

環境局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 庁内パソコンに係るインターネット回線使用料の支出について（一般事務用　９月分）
2,806,954

環境局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 委託料　委託料 環境局文書逓送業務委託経費の支出について（文書逓送用9月分）
435,540

環境局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用プリンタ等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用9月分）
124,200

環境局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度契約分　庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用9月分）
1,525,734

環境局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度契約　分庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用9月分）
224,828

環境局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度契約分　庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用9月分）
437,529

環境局 総務課 平成26年10月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 市営交通回数カード（事務連絡用）購入経費の支出について
90,000

環境局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 定期刊行物（事務参考用）の購入経費の支出について　日経・毎日新聞　第２四半期
39,165

環境局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 定期刊行物（事務参考用）の購入経費の支出について　読売新聞　第２四半期
12,111

環境局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 定期刊行物（事務参考用）の購入経費の支出について　産経新聞　第２四半期
12,111

環境局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 定期刊行物（事務連絡用）の購入経費の支出について　朝日新聞　第２四半期
12,111

環境局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 平成２６年度環境局阿倍野庁舎電気・水道料金（庁舎管理用）の支出について（平成26年9月分）
947,011

環境局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 委託料　委託料 環境局あべのルシアス庁舎事務室等清掃業務委託の実施及び同経費の支出について（平成26年9月分）
64,908

環境局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス地下駐車場の賃貸料（庁舎管理用）の支出について（平成26年11月分）
54,000

環境局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局防災行政無線設置場所の賃借料（庁舎管理用）の支出について（平成26年11月分）
97,100

環境局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局阿倍野庁舎事務室等賃借料（庁舎管理用）の支出について（平成26年11月分）
20,642,148

環境局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス地下駐車場の賃貸料（庁舎管理用）の支出について（平成26年11月分）
178,200

環境局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 ボールペン（黒）ほか１６点の購入について（一般事務用）
29,501

環境局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,200

環境局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,900

環境局 企画課 平成26年10月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 報償費　報償金 第２３回家庭系ごみ収集輸送事業に係るプロジェクトチーム会議用外部アドバイザー報償金の支出について（２－１）
24,325

環境局 企画課 平成26年10月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 家庭系ごみ収集輸送事業の民間委託化に係る法律相談業務（単価契約）の支出について（９月分）
70,200

環境局 企画課 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 一般事務用市内等出張交通費の支出について（平成26年９月分）
7,140

環境局 企画課 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
182,490

環境局 企画課 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用市営交通回数カード購入経費の支出について
120,000

環境局 企画課 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年９月分）
2,420

環境局 企画課 平成26年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年９月分）
4,600

環境局 企画課 平成26年10月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 一部事務組合情報ネットワークシステム維持業務の経費の支出について（システム環境設備維持費・９月分）
601,560

環境局 企画課 平成26年10月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料
財務会計システム及び人事給与システムサービス利用にかかる初期構築業務の経費の支出について（一部事務組合設立準備用・平成26年度分【平成25年度からの継
続】） 40,366,800
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環境局 職員課 平成26年10月02日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報償費　報償金 「平成２６年度　当局効果的なチラシ・ポスター作成講座」の講師に対する謝礼金の支出について（研修用）
31,920

環境局 職員課 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について(平成26年８月分・一般事務)
19,050

環境局 職員課 平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 特別査察事前調査にかかる管外出張命令について（服務査察用）
1,600

環境局 職員課 平成26年10月09日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報償費　報償金 「平成２６年度　当局効果的なプレゼンテーション資料作成講座」の講師に対する謝礼金の支出について（研修用）
64,120

環境局 職員課 平成26年10月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 女子作業帽（合冬用）の買入及び同経費の支出について（廃棄物処理事業用）
84,564

環境局 職員課 平成26年10月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 布製帽子（野球帽型メッシュ）ほか２点の概算買入及び同経費の支出について（廃棄物処理事業用）
661,942

環境局 職員課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 市営交通回数カード購入経費の支出について　(一般事務用)
90,000

環境局 職員課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動うがい器用うがい薬の買入及び同経費の支出について（安全衛生用）
282,744

環境局 職員課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 外傷救急薬ほか９点（職員課）の買入及び所要経費の支出について（安全衛生用）
559,548

環境局 職員課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動うがい器用うがい薬の買入及び同経費の支出について（安全衛生用）
612,360

環境局 職員課 平成26年10月24日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報償費　報償金 「平成２６年度　当局プレゼンテーション能力アップ講座」の講師に対する謝礼金の支出について（研修用）
114,960

環境局 職員課 平成26年10月29日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(平成26年９月分)
9,840

環境局 職員課 平成26年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について(平成26年９月分)
1,296

環境局 職員課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について(平成26年９月分)
16,760

環境局 環境施策課 平成26年10月01日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について(８月分〔ＧＮＤ分含む〕)
20,194

環境局 環境施策課 平成26年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について(８月分〔ＧＮＤ分含む〕)
640

環境局 環境施策課 平成26年10月10日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 もと市立環境学習センター指定管理業務外部評価にかかる報償金の支出について
33,210

環境局 環境施策課 平成26年10月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 需用費　消耗品費 一般事務用クラフトテープほか１点の購入経費の支出について
27,810

環境局 環境施策課 平成26年10月15日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　特別旅費 ブラジル連邦共和国（サンパウロ市）における「大阪プロモーションセミナー」等への参加にかかる旅費の追加支出について
2,480

環境局 環境施策課 平成26年10月16日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金入金の支出について（８月分）
4,203

環境局 環境施策課 平成26年10月16日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 平成26年度環境教育、学習の振興等に係る業務の実施経費（第１四半期分）の支出について
14,452,560

環境局 環境施策課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（８月分）
27,730

環境局 環境施策課 平成26年10月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 地球環境保全推進用　平成26年度UNEP国際環境技術センター警備業務委託経費の支出について（8月分）
651,974

環境局 環境施策課 平成26年10月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 地球環境保全推進用　平成26年度UNEP国際環境技術センター建物清掃業務委託経費の支出について（8月分）
151,034

環境局 環境施策課 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用管外出張旅費の支出について(再生可能エネルギー先端技術展2014)
28,900

環境局 環境施策課 平成26年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用管外出張旅費の支出について(環境省)
28,900

環境局 環境施策課 平成26年10月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について(９月分〔ＧＮＤ分含む〕)
18,784

環境局 環境施策課 平成26年10月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について(９月分〔ＧＮＤ分含む〕)
1,440

環境局 環境施策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　特別旅費 一般事務用　平成26年度　環境省環境パートナーシップ研修に係る出張旅費の支出について
29,960

環境局 環境施策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 一般事務用トナーカートリッジ（ブラック）ほか７点の購入経費の支出について
95,867

環境局 環境施策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 平成26年度もと大阪市立環境学習センターの電話回線に係る経費の支出について（10月請求分）
5,907

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　印刷製本費 「大阪市耐震診断・改修補助事業のご案内」チラシ他1件の作成経費の支出について
104,976

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-30）
525,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-94）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-18）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月06日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報酬　其他委員等報酬 住宅管理用　第88回大阪市住宅審議会の開催に伴う委員報酬等の支出について
144,045

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月06日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　費用弁償 住宅管理用　第88回大阪市住宅審議会の開催に伴う委員報酬等の支出について
3,260

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月06日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅管理用　住まい情報センタ―等建物に係る建物管理費（分担金）の支出について（平成26年10月分）
6,377,259

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月10日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 住宅管理用　住宅情報提供システム用情報処理機器（その2）長期借上に係る使用料の支出について（平成26年9月分）
269,179

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　印刷製本費 大阪市子育て安心マンション認定制度周知用ポスターの作成の支出について
41,040

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　印刷製本費 新婚・子育て利子補給周知用ポスター及びパンフレットの作製業務委託料の支出について
124,200

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-40）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-92）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-42）
1,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-45）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度大阪市新婚世帯向け家賃補助金（第１回目）の再支出について（その１）
40,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 大阪市生きた建築ミュージアム・大阪セレクション選定プレートの作成にかかる経費の支出について
582,120

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月21日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（９月分）
812
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都市整備局 住宅政策課 平成26年10月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（９月分）
35,057

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月22日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅管理用大阪市インターネット基盤における公開系システム向け通信サービス提供に係る通信運搬費の支出について（平成26年9月分）
25,056

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用　市内出張旅費（9月分）の支出について
6,620

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 民間住宅助成用コピー代金（９月分）の支出について
60,082

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住宅管理用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（平成26年9月分住宅政策グループ）
912

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張旅費（９月分）の支出について
1,344

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅管理用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（平成26年9月分住宅政策グループ）
14,756

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張旅費（９月分）の支出について
560

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 住宅管理用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（平成26年9月分住宅政策グループ）
1,008

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張旅費（９月分）の支出について
2,152

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 住宅管理用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（平成26年9月分住宅政策グループ）
2,178

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　印刷製本費 大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度事務用帳票「利子補給金請求書」印刷の支出について
19,872

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 平成26年度　大阪市耐震補助利用者に対するアンケートの返送に係る後納料金の支出について（9月分)
388

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等にかかる書類運搬等業務委託の支出について
64,800

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-74）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 報償費　報償金 分譲マンションアドバイザーの派遣（２６－２）および同経費の支出について
60,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 報償費　報償金 大阪市ハウジングデザイン賞第１回選考有識者会議に係る報償金支出について
101,070

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 マンション購入資金融資制度等にかかる電算処理業務委託料の支出について（９月分）
18,595

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 報償費　報償金 公社住宅事業用　大阪市住まい公社経営監理会議（平成26年度第1回）開催に係る報償金の支出について
66,700

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等にかかる補助申請確認等業務委託（長期継続）に係る郵便料の支出について（平成２６年９月分）
92,600

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度等にかかる電算処理業務委託料の支出について（９月分）
601,254

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 マンション購入資金融資制度等にかかる電算処理業務委託料の支出について（９月分）
124,461

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 優良賃貸住宅建設資金融資制度にかかる集計表の作成等の業務委託料の支出について（上半期分）
337,608

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 新婚世帯向け家賃補助制度にかかる電算処理業務委託の支出について（９月分）
4,872,484

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等にかかる補助申請確認等業務委託（長期継続）の支出について（９月分）
6,480,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-41）
145,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年10月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助金の支出について（更新分・２５－７再入居分）（８月分）
31,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年10月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助金の支出について（更新分・２５－７再入居分）（８月分その２）
23,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年10月15日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 報償費　報償金 民間老朽住宅建替支援事業専門家相談費の支出について（９月１１日実施分）
32,760

都市整備局 住環境整備課 平成26年10月15日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（重２６－４）
259,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 マイルドＨ０ＰＥゾーン事業用　平成26年度上町台地マイルドＨＯＰＥゾーン協議会補助金の支出について（第２回目）
500,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年10月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度補助金の支出について（設計）（２６－３）
1,710,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年10月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（２６－８）
221,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年10月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 報償費　報償金 民間老朽住宅建替支援事業専門家相談費の支出について（９月２５日実施分）
21,780

都市整備局 住環境整備課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る長橋第６住宅共益電気料金の支出について（９月分）
24,786

都市整備局 住環境整備課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅４号館共益電気料金の支出について（９月分）
17,340

都市整備局 住環境整備課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る長橋通住宅共益電気料金の支出について（９月分）
13,201

都市整備局 住環境整備課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅３号館共益電気料金の支出について（９月分）
18,730

都市整備局 住環境整備課 平成26年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託（その３）経費の支出について（８月分）
2,253,957

都市整備局 住環境整備課 平成26年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託（その３）経費の支出について（８月分）
3,362,043

都市整備局 住環境整備課 平成26年10月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（重２６－１２）
363,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用コピー代金の支出について（9月分）
26,337

都市整備局 住環境整備課 平成26年10月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（9月分）
1,504

都市整備局 住環境整備課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 報償費　報償金 民間老朽住宅建替支援事業専門家相談費の支出について（１０月９日実施分）
32,760

都市整備局 住環境整備課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（9月分）
14,745

都市整備局 住環境整備課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（9月分）
9,921

都市整備局 区画整理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について(８月分)
7,470

都市整備局 区画整理課 平成26年10月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について(８月分)
4,960
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都市整備局 区画整理課 平成26年10月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 大阪駅北地区にかかる打ち合わせに伴う管外出張旅費の支出について
29,240

都市整備局 区画整理課 平成26年10月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 区画整理事業用　長吉東部地区擁壁予備設計等業務委託にかかる委託料の支出について（完成払）
1,527,120

都市整備局 区画整理課 平成26年10月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 負担金、補助及交付金　会費 市街地整備促進協議会会費の支出について（平成２６年度）
100,000

都市整備局 区画整理課 平成26年10月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 旧長吉東部土地区画整理事務所用地使用料の支出について（9月分）
475,354

都市整備局 区画整理課 平成26年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（９月分）
860

都市整備局 区画整理課 平成26年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（９月分）
880

都市整備局 区画整理課 平成26年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（９月分）
6,564

都市整備局 区画整理課 平成26年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（９月分）
10,794

都市整備局 区画整理課 平成26年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（９月分）
720

都市整備局 区画整理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 長吉東部地区街灯電気料金の支出について（９月分）
66,670

都市整備局 区画整理課 平成26年10月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　燃料費 区画整理事業用ガソリンカード使用料の支出について（８月分）
89,471

都市整備局 区画整理課 平成26年10月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用軽自動車（トラック）外２件の長期借入代金の支出について（９月分）
83,700

都市整備局 区画整理課 平成26年10月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用軽自動車（トラック）の借入代金の支出について（９月分）
22,680

都市整備局 区画整理課 平成26年10月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度大阪府用地対策連絡協議会第２回研修会（不動産関連法規研修）にかかる参加費の支出について
4,666

都市整備局 区画整理課 平成26年10月22日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 区画整理事業用物件調査等業務委託その１（単価契約）の支出について（９月分）
2,421,974

都市整備局 区画整理課 平成26年10月22日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車ETC利用高速道路通行料にかかる使用料の支出について（8月分）
7,270

都市整備局 区画整理課 平成26年10月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用補償金算定システム用パソコン借入　長期継続に伴う経費の支出について（9月分）
50,641

都市整備局 区画整理課 平成26年10月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用平成22年度測量計算CADシステム借入にかかる使用料の支出について(第2四半期分)
371,757

都市整備局 区画整理課 平成26年10月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用平成21年度測量計算CADシステム借入にかかる使用料の支出について(第2四半期分)
703,890

都市整備局 区画整理課 平成26年10月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用平成22年度普通自動車(バン)借入に係る船車賃借料の支出について(長期契約 平成26年度9月分)
86,940

都市整備局 区画整理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用コピー代の支出について（本庁９月分）
39,714

都市整備局 区画整理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用コピー代の支出について（事務所７月～９月分）
52,735

都市整備局 区画整理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 長吉東部地区土地区画整理事業に伴う架空配電線路の移転補償金の支出について
569,213

都市整備局 区画整理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 長吉東部地区土地区画整理事業に伴う架空配電線路の移転補償金の支出について
210,326

都市整備局 区画整理課 平成26年10月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内及び近距離管外出張交通費の支出について（９月分）
1,486

都市整備局 区画整理課 平成26年10月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内及び近距離管外出張交通費の支出について（９月分）
48,888

都市整備局 区画整理課 平成26年10月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用「平成２６年度版　国土交通省土木工事積算基準」外２点の買入代金の支出について
31,665

都市整備局 区画整理課 平成26年10月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 港区第１９２号線外１舗装補修工事にかかる工事費（前払金）の支出について
2,400,000

都市整備局 区画整理課 平成26年10月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 負担金、補助及交付金　会費 平成26年度大都市市街地整備主管局長会議にかかる負担金の支出について
10,000

都市整備局 区画整理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（９月分）
2,078

都市整備局 区画整理課 平成26年10月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（９月分）
26,418

都市整備局 区画整理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について(９月分)
1,980

都市整備局 区画整理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について(９月分)
5,160

都市整備局 区画整理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成２６年度放出駅前自由通路清掃業務委託の支出について（９月分）
171,359

都市整備局 生野南部事務所 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 生野区南部地区整備事業（C-2地区)生野東住宅第2期建設工事監理業務委託(第2回中間金）の支出について
2,033,000

都市整備局 生野南部事務所 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 生野区南部地区整備事業用複写機消耗品代金の支出について（７～９月分）
13,805

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 平成26年度淡路土地区画整理事務所にかかる水道代の支出について（９月分）
61,720

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第2四半期分）
1,737,700

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建築物等移転補償の実施並びに同補償金の支出について（完了払）
8,251,900

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第2四半期分）
405,050

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第2四半期分）
37,250

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（7月1日～9月30日分）
621,250

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第２四半期分）
424,275

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（7月1日～9月30日分）
115,800

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（7月1日～9月30日分）
510,300

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第２四半期分）
5,814,150

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第２四半期分）
374,700

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第２四半期分）
634,800
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都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第２四半期分）
1,435,625

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第2四半期分）
498,850

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（7月1日～9月30日分）
410,325

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第2四半期分）
2,129,250

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第２四半期分）
282,850

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第2四半期分）
913,500

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第２四半期分）
378,125

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について(第２四半期分）
499,050

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第２四半期分）
2,017,850

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第２四半期分）
654,500

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第2四半期分）
2,575,175

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第２四半期分）
642,850

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第２四半期分）
385,700

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（７月１日～９月３０日分）
3,050,550

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（７月１日～９月３０日分）
545,925

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における土地区画整理法第１０１条の規定に基づく損失補償金の支出について（第2回中間払い）
377,325

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における土地区画整理法第１０１条の規定に基づく損失補償金の支出について（第2回中間払い）
2,012,425

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（７月１日～９月３０日分）
163,275

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における土地区画整理法第１０１条の規定に基づく損失補償金の支出について（第2四半期分）
5,048,175

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における土地区画整理法第１０１条の規定に基づく損失補償金の支出について（第2四半期分）
93,750

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第1回中間払い）
543,800

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第2四半期分）
411,425

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（７月１日～９月３０日分）
2,206,500

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第2四半期分）
3,400,550

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第２四半期分）
257,125

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第2四半期分）
659,700

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第２四半期分）
272,150

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第2回中間払い）
233,750

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第2四半期分）
1,935,525

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第２四半期分）
1,382,400

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第2四半期分）
1,189,600

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第２四半期分）
1,040,275

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（９月分）
3,060

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（９月分）
8,352

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（９月分）
3,844

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（９月分）
304

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区従前居住者用住宅における電気使用料の支出について（９月分）
37,856

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区管理地の防犯灯における電気使用料の支出について（９月分）
26,160

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 淡路駅周辺地区土地区画整理事業施行に伴う架空配線路移設補償金の支出について―１
94,229

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 平成26年度淡路等地区画整理事務所にかかる電気代及びガス代の支出について（7～9月分）
172,932

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 平成26年度淡路等地区画整理事務所にかかる電気代及びガス代の支出について（7～9月分）
1,753

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成26年度淡路駅周辺地区仮設自転車駐車場等維持管理業務委託に伴う委託料の支出について（第1回中間払い）
572,400

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年10月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　建物修繕料 淡路土地区画整理事務所複合施設にかかる受水槽系統配管補修工事について
75,600

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年10月03日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（８月分）
5,306

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年10月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（８月分）
15,342

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年10月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
16,020,700

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年10月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前金払）
504,100

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年10月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（８月分）
838
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都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年10月08日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 新三国住宅２号館共用部分の電気料金の支出について（９月分）（納付書１通添付）
22,700

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年10月08日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 区画整理事業に伴う街灯等電気料金の支出について（９月分）（納付書１通添付）
4,104

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年10月08日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
22,720,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年10月08日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
11,799,500

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年10月08日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前金払）
726,300

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年10月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　建物修繕料 三国東土地区画整理事務所庁舎管理用空調機の修繕費の支出について
892,901

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年10月10日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
82

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年10月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
19,271

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年10月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,100

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年10月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,168

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年10月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,260

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年10月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
41,033,600

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年10月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
7,188,300

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成２６年度三国東土地区画整理事務所機械警備業務委託長期継続の委託経費の支出について（７月分～９月分）
43,740

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 不動産鑑定報酬の支出について
876,960

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　清算交付金 三国東地区土地区画整理事業における換地不交付地となる土地の仮清算金の交付について
161,523

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年10月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成２６年度三国東土地区画整理事務所庁舎清掃業務委託長期継続の委託経費の支出について（９月分）
73,772

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年10月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
5,846,800

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年10月22日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
11,423,100

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年10月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前金払）
1,323,700

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年10月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　清算交付金 三国東地区土地区画整理事業における換地不交付となる土地の仮清算金の供託について
107,682

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年10月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
9,779,900

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年10月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成26年度三国東地区土壌状況調査業務委託の支出について
950,400

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年10月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 権利者との移転協議にかかる管外出張旅費の支出について（１０月１７日分）
57,800

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年10月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
6,223,700

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年10月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　清算交付金 三国東地区土地区画整理事業における換地不交付地となる土地の仮清算金の交付について
107,682

都市整備局 阿倍野再開発課 平成26年10月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 再開発事業用市内出張旅費の支出について（平成２６年９月分）
1,288

都市整備局 阿倍野再開発課 平成26年10月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 旅費　普通旅費 再開発事業用市内出張旅費の支出について（平成２６年９月分）
16,694

都市整備局 阿倍野再開発課 平成26年10月31日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 委託料　委託料 平成２６年度あべのメディックス保留床管理費等の支出について（１１月分）
1,099,314

都市整備局 阿倍野再開発課 平成26年10月31日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 委託料　委託料 平成２６年度あべのベルタ保留床管理費等の支出について（１１月分）
480,290

都市整備局 阿倍野再開発課 平成26年10月31日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度あべのベルタ保留床管理費等の支出について（１１月分）
149,438

都市整備局 阿倍野再開発課 平成26年10月31日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度あべのメディックス保留床管理費等の支出について（１１月分）
293,153

都市整備局 建設課 平成26年10月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 浅香第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（民間移転支援・全金）
1,500,000

都市整備局 建設課 平成26年10月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（９月分）南住吉関連電気料金の支出について
3,771

都市整備局 建設課 平成26年10月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 東淡路住宅１号館建設工事　積算設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,614,600

都市整備局 建設課 平成26年10月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 加島東住宅１号館建設工事　積算設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,738,800

都市整備局 建設課 平成26年10月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 東淡路住宅２号館建設工事　積算設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,209,600

都市整備局 建設課 平成26年10月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 瓜破東第３住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(自力退去・全金)
359,600

都市整備局 建設課 平成26年10月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 建築関係JIS要覧　追録324・325＋経費の支出について（公営住宅建設事務用）
8,505

都市整備局 建設課 平成26年10月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 浅香第２住宅２・３号館解体撤去工事費（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
21,600,000

都市整備局 建設課 平成26年10月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 鶴町住宅１号館（１区）電気設備工事（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
6,320,000

都市整備局 建設課 平成26年10月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 神崎橋住宅1号館建設工事　積算設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,447,200

都市整備局 建設課 平成26年10月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 茨田大宮第２住宅建設工事　設計業務委託２にかかる費用（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,120,000

都市整備局 建設課 平成26年10月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 浪速第５住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
326,700

都市整備局 建設課 平成26年10月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 浪速第５住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
389,100

都市整備局 建設課 平成26年10月15日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 鶴町住宅1号館(1区)建設工事他1件監理業務委託費(第1回中間金)の支出について(公営住宅建設事業用)
3,762,000

都市整備局 建設課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等近距離管外出張旅費の支出について（９月分）
986

都市整備局 建設課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等近距離管外出張旅費の支出について（９月分）
964
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都市整備局 建設課 平成26年10月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（９月分　設備グループ）
676

都市整備局 建設課 平成26年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（９月分　設備グループ）
44,832

都市整備局 建設課 平成26年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 公営住宅建設事務用コピー代金の支出について（９月分）
91,937

都市整備局 建設課 平成26年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（９月分）南住吉関連ガス料金の支出について
939

都市整備局 建設課 平成26年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 建築積算システムソフト保守業務委託経費の支出について（９月分）（公営住宅建設事業用）
32,400

都市整備局 建設課 平成26年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 東喜連第５住宅外２件移転用住戸整備工事　設計業務委託費用の支出について
1,468,800

都市整備局 建設課 平成26年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入　建築積算システム用パーソナルコンピュータ等長期借入経費の支出について（９月分）（その２）
15,120

都市整備局 建設課 平成26年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入　建築積算システム用サーバー機及び周辺機器等長期借入経費の支出について（９月分）（その２）
26,784

都市整備局 建設課 平成26年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 建築積算システム用パーソナルコンピュータ等借入経費の支出について(９月分）
5,292

都市整備局 建設課 平成26年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　不動産賃借料 西難波住宅用地にかかる土地賃貸借料の支出について（平成２６年度分）（第２四半期分）
662,733

都市整備局 建設課 平成26年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 秀野西住宅５号館耐震改修その他工事の支出について（前払金）
12,550,000

都市整備局 建設課 平成26年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 飛鳥住宅３号館外壁部分改修その他工事の支出について（前払金）
160,000

都市整備局 建設課 平成26年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 御幣島住宅２・５・６号館耐震改修その他工事の支出について（前払金）
30,030,000

都市整備局 建設課 平成26年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（９月分　設備グループ）
672

都市整備局 建設課 平成26年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 浪速第５住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
232,400

都市整備局 建設課 平成26年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 御幣島住宅２・５・６号館耐震改修その他工事の支出について（前払金）
6,880,000

都市整備局 建設課 平成26年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 秀野西住宅５号館耐震改修その他工事の支出について（前払金）
3,870,000

都市整備局 建設課 平成26年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 飛鳥住宅３号館外壁部分改修その他工事の支出について（前払金）
1,980,000

都市整備局 建設課 平成26年10月21日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について（９月分）
813

都市整備局 建設課 平成26年10月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について（９月分）
49,175

都市整備局 建設課 平成26年10月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について（９月分）
14,478

都市整備局 建設課 平成26年10月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 池島住宅２号館建設工事　設計業務委託１にかかる費用（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用等）
198,000

都市整備局 建設課 平成26年10月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 池島住宅２号館建設工事　設計業務委託１にかかる費用（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用等）
4,409,000

都市整備局 建設課 平成26年10月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 池島住宅２号館建設工事　設計業務委託１にかかる費用（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用等）
283,000

都市整備局 建設課 平成26年10月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉出戸南第１住宅６・７号館建設工事　設計変更　積算設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
138,240

都市整備局 建設課 平成26年10月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（９月分　工事グループ）
3,350

都市整備局 建設課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（９月分　工事グループ）
105,426

都市整備局 建設課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 大和田第２住宅他86件防犯灯電気料金（９月分）の支出について（公営住宅建設事業用）
118,088

都市整備局 建設課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 神崎橋住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
226,600

都市整備局 建設課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 長吉長原西第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
76,600

都市整備局 建設課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 四貫島住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（民間移転支援・全金）
1,500,000

都市整備局 建設課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 西喜連住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
217,000

都市整備局 建設課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（９月分　工事グループ）
4,150

都市整備局 建設課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（９月分　工事グループ）
436

都市整備局 建設課 平成26年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 小松南住宅1号館建設工事監理業務委託費（第２回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,345,000

都市整備局 建設課 平成26年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 大和田第3住宅1号館建設工事監理業務委託費（第2回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,106,000

都市整備局 建設課 平成26年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 豊里第２住宅１８号館建設工事監理業務委託費（第２回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,338,000

都市整備局 建設課 平成26年10月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について(９月分)
2,826

都市整備局 建設課 平成26年10月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について(９月分)
14,068

都市整備局 建設課 平成26年10月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について(９月分)
32,994

都市整備局 建設課 平成26年10月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 東喜連第５住宅外２件移転用住戸整備工事　積算設計業務委託費用の支出について
237,600

都市整備局 建設課 平成26年10月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 矢田住道住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(民間移転支援・全金)
1,500,000

都市整備局 建設課 平成26年10月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について(９月分)
1,790

都市整備局 建設課 平成26年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（９月分　建設設計グループ）
4,684

都市整備局 建設課 平成26年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（９月分　建設設計グループ）
65,314

都市整備局 建設課 平成26年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉出戸南第1住宅6・7号館建設工事監理業務委託費(第2回中間金)の支出について(公営住宅建設事業用)
2,810,000

都市整備局 建設課 平成26年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 鶴町住宅１号館（２区）給水衛生設備工事（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
4,220,000

都市整備局 建設課 平成26年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 西喜連第5住宅5号館給水衛生設備工事（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
7,900,000
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都市整備局 建設課 平成26年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 加島住宅１４号館第２期建設工事（第４回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
14,740,000

都市整備局 建設課 平成26年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 鶴町住宅１号館（１区）給水衛生設備工事（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
8,400,000

都市整備局 建設課 平成26年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉住宅２・３・４・５・６号館昇降路増築工事費（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
53,220,000

都市整備局 建設課 平成26年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 御幣島住宅３・４号館昇降路増築工事費（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
10,780,000

都市整備局 建設課 平成26年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 池島住宅１号館（２区）建設工事費（第２回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
119,140,000

都市整備局 建設課 平成26年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 池島住宅１号館（２区）建設工事費（第２回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
148,510,000

都市整備局 建設課 平成26年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 野中北住宅１号館耐震改修その他工事の支出について（完成金）
4,363,068

都市整備局 建設課 平成26年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 野中北住宅１号館耐震改修その他工事の支出について（完成金）
11,250,000

都市整備局 建設課 平成26年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 野中北住宅１号館耐震改修その他工事の支出について（完成金）
20,319,400

都市整備局 建設課 平成26年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（９月分　建設設計グループ）
1,034

都市整備局 建設課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（１０月分）南住吉関連水道料金の支出について
1,620

都市整備局 建設課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 北陽住宅1～3号館耐震改修その他工事監理業務委託費(第2回中間金)の支出について(公営住宅建設事業用)
2,387,000

都市整備局 建設課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 野中北住宅1号館耐震改修その他工事監理業務委託費(完成金)の支出について(公営住宅建設事業用)
2,531,520

都市整備局 建設課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 加島住宅14号館第2期建設工事監理業務委託費（第２回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,091,000

都市整備局 建設課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 平林南第2住宅1・2号館耐震改修その他工事監理業務委託費（第2回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,360,000

都市整備局 建設課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 西喜連第5住宅5号館建設工事監理業務委託費（第2回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,136,000

都市整備局 建設課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 神崎橋住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
8,482,200

都市整備局 建設課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 神崎橋住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（仮移転・後金）
8,153,400

都市整備局 管理課 平成26年10月01日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　茨田大宮第２住宅電気代　９月分の支出について（請求書１通）
21,819

都市整備局 管理課 平成26年10月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　佃第２住宅電気代　９月分の支出について（請求書2通）
59,937

都市整備局 管理課 平成26年10月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　西三国住宅1号館　電気代　９月分の支出について（請求書１通）
24,306

都市整備局 管理課 平成26年10月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　北江口第2住宅電気代９月分の支出について（請求書1通）
2,943

都市整備局 管理課 平成26年10月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用平野市町住宅３号館９月分の電気代の支出について
6,497

都市整備局 管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公営その他事務用南津守第2住宅2号館9月分電気代の支出について
58,495

都市整備局 管理課 平成26年10月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用松崎第2住宅1号館9月分電気代の支出について
84,887

都市整備局 管理課 平成26年10月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用松崎第2住宅2号館9月分電気代の支出について
81,933

都市整備局 管理課 平成26年10月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　井高野第4住宅電気代９月分の支出について（請求書１通）
22,824

都市整備局 管理課 平成26年10月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用住吉住宅5号館9月分電気代の支出について
1,682

都市整備局 管理課 平成26年10月08日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 平成２６年度９月送達証明・執行文付与申請用印紙代購入費の支出について
5,400

都市整備局 管理課 平成26年10月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　横堤北住宅2号館　電気代　９月分の支出について（請求書１通）
17,982

都市整備局 管理課 平成26年10月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用加美絹木住宅９月分の電気代の支出について
16,606

都市整備局 管理課 平成26年10月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉長原西第２住宅３・４・６～１０号館4～6月分電気代の支出について
85,608

都市整備局 管理課 平成26年10月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　両国住宅電気代　９月分の支出について（請求書1通）
6,870

都市整備局 管理課 平成26年10月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　木川第3住宅1号館　電気代　９月分の支出について（請求書１通）
39,619

都市整備局 管理課 平成26年10月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　佃住宅12号館電気代　９月分の支出について（請求書1通）
317

都市整備局 管理課 平成26年10月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　西宮原住宅屋外灯電気代　９月分の支出について（請求書７通）
3,390

都市整備局 管理課 平成26年10月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用浅香第2住宅2号館他1件9月分電気代の支出について
29,259

都市整備局 管理課 平成26年10月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用浅香第3住宅1号館他1件9月分電気代の支出について
22,064

都市整備局 管理課 平成26年10月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　小松南住宅電気代９月分の支出について（請求書1通）
23,955

都市整備局 管理課 平成26年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉出戸住宅1～10号棟９月分の電気代の支出について
41,407

都市整備局 管理課 平成26年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　豊里第２住宅電気代　９月分の支出について（請求書５通）
46,589

都市整備局 管理課 平成26年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　今市住宅電気代　９月分の支出について（請求書１通）
23,299

都市整備局 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅維持管理用平成２６年度シュレッダー（住宅部１階）の賃貸借料の支出について　９月分
1,166

都市整備局 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉六反東住宅19・25号棟９月分の電気代の支出について
11,139

都市整備局 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉長原東住宅14号館９月分の電気代の支出について
96,853

都市整備局 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用矢田南住宅1号館月9月分電気代の支出について
60,851

都市整備局 管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 使用承認取消通知発送用内容証明料金の支出について（10月分）
129,000

都市整備局 管理課 平成26年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　南方住宅電気代　９月分の支出について（請求書５通）
149,355
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都市整備局 管理課 平成26年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用矢田住道住宅9月分電気代の支出について
84,178

都市整備局 管理課 平成26年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉長原東第４住宅３８号館９月分電気代の支出について
30,158

都市整備局 管理課 平成26年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　伝法住宅２，４，６～１１号館電気代　９月分の支出について（請求書２通）
17,372

都市整備局 管理課 平成26年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　東淡路住宅　電気代９月分の支出について（請求書３通）
1,910

都市整備局 管理課 平成26年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　山口第2住宅1～３号館　電気代９月分の支出について（請求書１通）
4,761

都市整備局 管理課 平成26年10月21日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 市営住宅維持管理用金融機関・店舗情報データの利用に係るライセンス及びCD-ROM（平成26年度版）の代金の支出について（前金払）
114,100

都市整備局 管理課 平成26年10月21日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 市営住宅維持管理用金融機関・店舗情報データの利用に係るライセンス及びCD-ROM（平成26年度版）の代金の支出について（前金払）
2,870

都市整備局 管理課 平成26年10月21日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅維持管理用金融機関・店舗情報データの利用に係るライセンス及びCD-ROM（平成26年度版）の代金の支出について（前金払）
1,954,200

都市整備局 管理課 平成26年10月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　池島住宅６～１２号館電気代　９月分の支出について（請求書１通）
16,535

都市整備局 管理課 平成26年10月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉六反北住宅2号棟９月分の電気代の支出について
541

都市整備局 管理課 平成26年10月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　日之出第２住宅電気代　９月分の支出について（請求書２通）
37,739

都市整備局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター電気料金の支出について　９月分
53,986

都市整備局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター管理費の支出について　１０月分
502,442

都市整備局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター管理費の支出について　11月分
267,219

都市整備局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 平成２６年度市営住宅の管理及び付帯事務等に関する業務委託料の支出について（平成２６年度　第３回）
288,921,000

都市整備局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センターの修繕積立金の支出について　１０月分
157,341

都市整備局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター修繕積立金の支出について　11月分
71,259

都市整備局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成２６年度市営住宅の管理及び付帯事務等に関する業務委託料の支出について（平成２６年度　第３回）
1,134,000

都市整備局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用東喜連第５住宅２号館９月分電気代の支出について
89,553

都市整備局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用東喜連第３住宅１３号館９月分電気代の支出について
961

都市整備局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　生江第２住宅　　電気代９月分の支出について（請求書１通）
12,385

都市整備局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用東喜連第５住宅１号館９月分電気代の支出について
91,630

都市整備局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　八幡屋宝町第３住宅電気代　９月分の支出について（請求書２通）
13,816

都市整備局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 平成２６年度市営住宅の管理及び付帯事務等に関する業務委託料の支出について（平成２６年度　第３回）
3,489,000

都市整備局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成２６年度市営住宅の管理及び付帯事務等に関する業務委託料の支出について（平成２６年度　第３回）
1,414,000

都市整備局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 平成２６年度市営住宅の管理及び付帯事務等に関する業務委託料の支出について（平成２６年度　第３回）
949,225,000

都市整備局 管理課 平成26年10月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅共同施設整備費 委託料　委託料 平成２６年度市営住宅の管理及び付帯事務等に関する業務委託料の支出について（平成２６年度　第３回）
95,616,000

都市整備局 管理課 平成26年10月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成２６年度市営住宅の管理及び付帯事務等に関する業務委託料の支出について（平成２６年度　第３回）
2,448,000

都市整備局 管理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用西喜連第５住宅１号館９月分電気代の支出について
53,510

都市整備局 管理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　飛鳥住宅　５号館　電気代　９月分の支出について（請求書１通）
11,434

都市整備局 管理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出住宅　８号館　電気代　９月分の支出について（請求書５通）
21,659

都市整備局 管理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　中島住宅１～２号館　電気代９月分の支出について（請求書６通）
7,843

都市整備局 管理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　新生江住宅1号館　電気９月分の支出について（請求書１通）
13,771

都市整備局 管理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出第３住宅　電気代　９月分の支出について（請求書２通）
21,221

都市整備局 管理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　赤川住宅１～２号館　電気代９月分の支出について（請求書１通）
13,851

都市整備局 管理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　福住宅１～３号館　電気代９月分の支出について（請求書１通）
5,687

都市整備局 管理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　加島住宅14号館　電気２月分の支出について（請求書１通）
7,885

都市整備局 管理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　酉島住宅　９・１０・２１号館　電気代９月分の支出について（請求書５通）
72,533

都市整備局 管理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　加島南住宅１～２号館電気代９月分の支出について（請求書１通）
7,051

都市整備局 管理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用浪速西第2住宅1号館他1件9月分電気代の支出について
62,183

都市整備局 管理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用出城東住宅1号館他2件9月分電気代の支出について
62,581

都市整備局 管理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出住宅　９号館　電気代　９月分の支出について（請求書１通）
29,759

都市整備局 管理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出住宅　１０号館　電気代９月分の支出について（請求書１通）
39,779

都市整備局 管理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　加島住宅4・6~10号館、加島第2住宅1~2号館　電気代９月分の支出について（請求書１通）
49,521

都市整備局 管理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　日之出第２住宅　　電気代９月分の支出について（請求書２通）
5,406

都市整備局 管理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　生江住宅　７～１１号館　電気代　９月分の支出について（請求書５通）
154,219

都市整備局 管理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　飛鳥住宅１～４号館　電気代９月分の支出について（請求書５通）
84,097

都市整備局 管理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用浪速第5住宅3号館9月分電気代の支出について
8,384
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都市整備局 管理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　飛鳥西住宅１～２号館　電気代９月分の支出について（請求書２通）
55,466

都市整備局 管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 市営住宅維持管理用コピー代金の支出について　９月分
91,866

都市整備局 管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 債権差押命令申立に係る費用の支出について
151,996

都市整備局 管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 債権差押命令申立に係る費用の支出について
88,000

都市整備局 管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 平成２６年１０月即決和解申立用貼用印紙代の支出について
38,000

都市整備局 管理課 平成26年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉長原西第２住宅３・４・６～１０号館７～９月分電気代の支出について
85,649

都市整備局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター電気料金の支出について　9月分
89,665

都市整備局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 市営住宅維持管理用住宅管理システムのコンピュータ専用回線使用料の支出について　９月分
426,600

都市整備局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用大阪市営住宅管理システム運用業務委託料の支出について（第５回目）
10,754,910

都市整備局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅維持管理用市営住宅管理システムサーバ機器等長期借入に係る経費の支出について（平成26年9月分）
440,640

都市整備局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用広田住宅1号館7～9月分電気代の支出について
51,860

都市整備局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用松之宮住宅1・2号館7～9月分電気代の支出について
66,734

都市整備局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用鶴町第4住宅2号館7～9月分電気代の支出について
50,616

都市整備局 管理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　茨田大宮第２住宅電気代　１０月分の支出について（請求書１通）
21,336

都市整備局 保全整備課 平成26年10月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　中加賀屋住宅1～7号館外壁部分改修その他工事費の支出について（前払金）
18,790,000

都市整備局 保全整備課 平成26年10月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　東三国住宅3号館外壁部分改修その他工事費の支出について（前払金）
7,080,000

都市整備局 保全整備課 平成26年10月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　会費 「特別産業廃棄物管理責任者に関する講習会」への参加にかかる受講料の支出について
14,000

都市整備局 保全整備課 平成26年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　八幡屋住宅1～5･10･11･13･14号館屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
29,538,000

都市整備局 保全整備課 平成26年10月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　塩草第２住宅（１号館）外量水器取替工事費の支出について（前払金）
27,070,000

都市整備局 保全整備課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　瓜破東第２住宅（２号館）外量水器取替工事費の支出について（前払金）
18,440,000

都市整備局 保全整備課 平成26年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その８）費の支出について（第２回中間金）
9,320,000

都市整備局 保全整備課 平成26年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その４）費の支出について（第２回中間金）
18,060,000

都市整備局 保全整備課 平成26年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その１０）費の支出について（第２回中間金）
2,450,000

都市整備局 保全整備課 平成26年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その６）費の支出について（第２回中間金）
24,400,000

都市整備局 保全整備課 平成26年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その２）費の支出について（第２回中間金）
33,360,000

都市整備局 保全整備課 平成26年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その９）費の支出について（第２回中間金）
1,030,000

都市整備局 保全整備課 平成26年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その５）費の支出について（第２回中間金）
33,480,000

都市整備局 保全整備課 平成26年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その１）費の支出について（第２回中間金）
18,420,000

都市整備局 保全整備課 平成26年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その７）費の支出について（第２回中間金）
30,540,000

都市整備局 保全整備課 平成26年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用 大桐住宅1～3号館外壁部分改修その他工事費の支出について(前払金)
7,560,000

都市整備局 保全整備課 平成26年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　放出西住宅5号館外壁部分改修その他工事費の支出について（前払金）
5,870,000

都市整備局 保全整備課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　今津中住宅（１～３号館）外昇降機設備改修工事費の支出について（前払金）
28,290,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用城東中学校第２期増築その他工事費の支出について（前払金）
52,920,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用長池小学校増築その他機械設備工事費の支出について（完成金）
18,670,880

都市整備局 企画設計課 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用長池小学校増築その他機械設備工事費の支出について（完成金）
1,374,840

都市整備局 企画設計課 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用島屋小学校増築その他機械設備工事費の支出について（一部完成金）
26,590,740

都市整備局 企画設計課 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用啓発小学校・中島中学校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（完成金）
15,159,100

都市整備局 企画設計課 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用南田辺小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
24,423,960

都市整備局 企画設計課 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用市岡中学校外4校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
14,291,840

都市整備局 企画設計課 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用啓発小学校・中島中学校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（完成金）
8,035,860

都市整備局 企画設計課 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用上町中学校外3校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
13,467,680

都市整備局 企画設計課 平成26年10月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　新規工事費 公園事業用　天王寺動物園野外ステージ及び便所解体撤去工事費の支出について（前払金）
2,480,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用旭東中学校増築その他工事設計業務委託費の支出について（前払金）
900,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用中野中学校増築その他工事第2次設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
444,960

都市整備局 企画設計課 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用中野中学校増築その他工事第2次設計変更積算設計業務委託費の支出について（完了金）
156,600

都市整備局 企画設計課 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用豊仁小学校第2期増築その他工事第2次設計変更積算設計業務委託費の支出について（完了金）
302,400

都市整備局 企画設計課 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用姫島小学校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
2,619,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用三津屋小学校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
677,160
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都市整備局 企画設計課 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用鶴見南小学校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
2,999,160

都市整備局 企画設計課 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用新北島小学校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
2,059,560

都市整備局 企画設計課 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用放出小学校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
4,503,600

都市整備局 企画設計課 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用南住吉小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
42,576,840

都市整備局 企画設計課 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用野田小学校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
1,629,720

都市整備局 企画設計課 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用小松小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
47,642,040

都市整備局 企画設計課 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用高殿小学校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
1,578,960

都市整備局 企画設計課 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用大淀小学校空調機設置その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
1,470,960

都市整備局 企画設計課 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用宝栄小学校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
1,891,080

都市整備局 企画設計課 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用新高小学校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
2,090,880

都市整備局 企画設計課 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用大淀小学校空調機設置その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
181,440

都市整備局 企画設計課 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用田辺中学校外6校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
21,781,760

都市整備局 企画設計課 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用木津中学校外1校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
11,816,280

都市整備局 企画設計課 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用日東小学校冷房ガス設備工事費の支出について（完成金）
456,840

都市整備局 企画設計課 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用西淀中学校外５校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（一部完成金）
12,600,360

都市整備局 企画設計課 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設用電気事業法解釈例規集追録第１４９３～１５０３号の買入にかかる支出について
36,212

都市整備局 企画設計課 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 役務費　通信運搬費 校舎建設用豊仁小学校回線移転工事（その３）の支出について
25,200

都市整備局 企画設計課 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用北部地域小学校空調機設置その他設備工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
313,200

都市整備局 企画設計課 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用南部地域小学校空調機設置その他設備工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
334,800

都市整備局 企画設計課 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用菅原小学校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
2,420,280

都市整備局 企画設計課 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用市岡小学校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
2,485,080

都市整備局 企画設計課 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用住吉川小学校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
2,694,600

都市整備局 企画設計課 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用鷺洲小学校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
1,750,680

都市整備局 企画設計課 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用波除小学校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
3,350,160

都市整備局 企画設計課 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用真田山小学校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
2,677,320

都市整備局 企画設計課 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用安立小学校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
1,836,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用中央小学校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
2,176,200

都市整備局 企画設計課 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用新森小路小学校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
3,416,040

都市整備局 企画設計課 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用堀江小学校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
1,826,280

都市整備局 企画設計課 平成26年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用鯰江小学校増築その他工事設計変更設計業務委託費の支出について（完成金）
730,080

都市整備局 企画設計課 平成26年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用長池小学校増築その他工事設計変更設計業務委託費の支出について（完成金）
918,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用西中島小学校地質調査業務委託費の支出について（完了金）
808,920

都市整備局 企画設計課 平成26年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用長池小学校増築その他工事設計変更積算設計業務委託費の支出について（完成金）
259,200

都市整備局 企画設計課 平成26年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用啓発小学校・中島中学校空調機設置その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
2,879,280

都市整備局 企画設計課 平成26年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用育和小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
39,677,040

都市整備局 企画設計課 平成26年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用塚本小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
36,264,240

都市整備局 企画設計課 平成26年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用瓜破中学校外5校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
9,918,720

都市整備局 企画設計課 平成26年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用啓発小学校・中島中学校空調機設置その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
46,440

都市整備局 企画設計課 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用今里小学校地質調査業務委託費の支出について（完了金）
822,960

都市整備局 企画設計課 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用鯰江小学校増築その他工事設計変更積算設計業務委託費の支出について（完了金）
214,920

都市整備局 企画設計課 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用茨田南小学校増築その他電気設備工事費の支出について（前払金）
9,960,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用大宮中学校プール設置その他電気設備工事費の支出について（前払金）
1,240,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用茨田南小学校増築その他電気設備工事費の支出について（前払金）
1,340,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用大宮中学校プール設置その他電気設備工事費の支出について（前払金）
1,000,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用茨田南小学校増築その他電気設備工事費の支出について（前払金）
1,190,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用花乃井中学校外２校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（一部完成金）
8,162,640

都市整備局 企画設計課 平成26年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用田辺中学校外６校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（一部完成金）
15,001,600

都市整備局 企画設計課 平成26年10月09日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　新規工事費 区庁舎整備用ほか　(仮称）城東区複合施設建設機械設備工事費の支出について（前払金）
67,470,000
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都市整備局 企画設計課 平成26年10月09日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 区庁舎整備用　住之江区役所・区民ホール耐震改修その他工事費の支出について（前払金）
78,657,300

都市整備局 企画設計課 平成26年10月09日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　新規工事費 市民利用施設整備用ほか　(仮称）城東区複合施設建設機械設備工事費の支出について（前払金）
55,990,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月09日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 市民利用施設整備用　住之江区役所・区民ホール耐震改修その他工事費の支出について（前払金）
11,442,700

都市整備局 企画設計課 平成26年10月09日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　新規工事費 社会福祉施設整備用ほか　(仮称）城東区複合施設建設機械設備工事費の支出について（前払金）
7,370,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月09日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎整備用　福島消防署建設電波障害対策分担金契約の支出について
410,400

都市整備局 企画設計課 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用鯰江小学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（完了金）
5,194,800

都市整備局 企画設計課 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用長池小学校増築その他電気設備工事費の支出について（完成金）
23,156,440

都市整備局 企画設計課 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用長池小学校増築その他電気設備工事費の支出について（完成金）
636,120

都市整備局 企画設計課 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用御幣島小学校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
635,040

都市整備局 企画設計課 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用ほか　(仮称）城東区複合施設建設機械設備工事費の支出について（前払金）
10,910,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用今津中学校外4校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（一部完成金）
5,302,520

都市整備局 企画設計課 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用今福小学校耐震改修その他電気設備工事費の支出について（第１回中間金）
3,660,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設用設計業務等標準積算基準書（平成２６年度版）外８点の買入にかかる支出について
104,019

都市整備局 企画設計課 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 役務費　通信運搬費 校舎建設用鯰江小学校回線移転工事費の支出について
24,840

都市整備局 企画設計課 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用豊仁小学校第2期増築その他機械設備工事費の支出について（完成金）
9,583,890

都市整備局 企画設計課 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用鯰江小学校増築その他工事費の支出について（完成金）
25,586,873

都市整備局 企画設計課 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用鯰江小学校増築その他工事費の支出について（完成金）
4,304,880

都市整備局 企画設計課 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用等北部特別支援学校増築その他機械設備工事－２費の支出について（前払金）
69,800,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用南部地域小学校空調機設置その他設備工事監理業務委託費の支出について（完了金）
569,160

都市整備局 企画設計課 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用南部地域小学校空調機設置その他設備工事監理業務委託費の支出について（完了金）
6,026,400

都市整備局 企画設計課 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 校舎建設用等北部特別支援学校増築その他機械設備工事－２費の支出について（前払金）
400,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　新規工事費 公園事業用　六反さくら公園便所新築工事費の支出について（前払金）
4,060,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 橋梁事業用ほか　中津高架橋下施設解体撤去工事設計業務委託費の支出について（前払金）
37,440

都市整備局 企画設計課 平成26年10月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 委託料　委託料 橋梁事業用ほか　中津高架橋下施設解体撤去工事設計業務委託費の支出について（前払金）
862,560

都市整備局 企画設計課 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用三軒家東小学校第２期増築その他設備工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
237,600

都市整備局 企画設計課 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用南住吉小学校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
1,567,080

都市整備局 企画設計課 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用高見小学校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
325,080

都市整備局 企画設計課 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用東住吉特別支援学校増築その他工事費の支出について（前払金）
14,256,700

都市整備局 企画設計課 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用東住吉特別支援学校増築その他工事費の支出について（前払金）
5,564,800

都市整備局 企画設計課 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用東住吉特別支援学校増築その他工事費の支出について（前払金）
11,388,500

都市整備局 企画設計課 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用旭東中学校外4校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（一部完成金）
8,008,200

都市整備局 企画設計課 平成26年10月15日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用ほかマイクロ写真リーダープリンター長期借入にかかる支出について（平成２６年９月分）
19,343

都市整備局 企画設計課 平成26年10月15日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用ほかマイクロ写真リーダープリンター長期借入にかかる支出について（平成２６年９月分）
27,853

都市整備局 企画設計課 平成26年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用豊仁小学校第２期増築その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
7,272,150

都市整備局 企画設計課 平成26年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用豊仁小学校第2期増築その他電気設備工事費の支出について（完成金）
26,547,360

都市整備局 企画設計課 平成26年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用鯰江小学校増築その他機械設備工事費の支出について（完成金）
4,366,866

都市整備局 企画設計課 平成26年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用鯰江小学校増築その他機械設備工事費の支出について（完成金）
2,122,200

都市整備局 企画設計課 平成26年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用中央小学校空調機設置電気設備工事費の支出について（完成金）
6,951,960

都市整備局 企画設計課 平成26年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用大宮中学校プール設置その他衛生設備工事費の支出について（前払金）
5,240,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用巽南小学校体育館天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
4,153,680

都市整備局 企画設計課 平成26年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用真住中学校外５校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（一部完成金）
8,112,200

都市整備局 企画設計課 平成26年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　会費 「（大阪）給排水衛生設備に関する実務教育講座」にかかる参加費の支出について
6,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用鯰江小学校増築その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
2,827,120

都市整備局 企画設計課 平成26年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用北鶴橋小学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
19,290,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 校舎建設用ほか市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（８月分）の支出について
1,064

都市整備局 企画設計課 平成26年10月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 校舎建設用ほか市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（８月分）の支出について
29,313

都市整備局 企画設計課 平成26年10月17日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 旅費　普通旅費 校舎建設用ほか市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（８月分）の支出について
4,087

都市整備局 企画設計課 平成26年10月17日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 こども青少年事業用　愛珠幼稚園園舎耐震改修その他工事費－２の支出について（前払金）
43,620,000
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都市整備局 企画設計課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　大阪城公園大手門外２件改修工事費の支出について（前払金）
30,850,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 旅費　普通旅費 校舎建設用ほか市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（８月分）の支出について
393,196

都市整備局 企画設計課 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用豊仁小学校第2期増築その他工事費の支出について（完成金）
102,161,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用城東中学校外11校体育館等天井改修工事設計業務委託費の支出について（前払金）
660,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用放出中学校外6校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（一部完成金）
8,206,840

都市整備局 企画設計課 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用平野中学校外7校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（一部完成金）
8,724,920

都市整備局 企画設計課 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用田島中学校外壁改修その他工事費の支出について（中間前払金）
3,930,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用田島中学校外壁改修その他工事費の支出について（中間前払金）
2,970,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用瓜破西中学校便所改修衛生設備工事費の支出について（前払金）
6,080,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用柴島中学校外7校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
24,248,800

都市整備局 企画設計課 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用瓜破中学校外5校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（一部完成金）
1,686,920

都市整備局 企画設計課 平成26年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用豊仁小学校第２期増築その他設備工事監理業務委託費の支出について（完了金）
941,760

都市整備局 企画設計課 平成26年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用港中学校外11校体育館等天井改修工事設計業務委託費の支出について（前払金）
640,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用東都島小学校外５校体育館天井改修工事設計業務委託費の支出について（前払金）
320,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用天王寺小学校外10校体育館等天井改修工事設計業務委託費の支出について（前払金）
620,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用平野西小学校外16校体育館天井改修工事設計業務委託費の支出について（前払金）
880,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用生野小学校外13校体育館天井改修工事設計業務委託費の支出について（前払金）
720,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用都島中学校外5校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（一部完成金）
10,689,840

都市整備局 企画設計課 平成26年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用成南中学校外５校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（前払金）
13,180,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用文の里中学校外5校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
22,122,720

都市整備局 企画設計課 平成26年10月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 廃棄物処理事業用ほか　津守中央公園詰所解体撤去工事外１件設計業務委託費の支出について（完了金）
296,200

都市整備局 企画設計課 平成26年10月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 廃棄物処理事業用ほか　津守中央公園詰所解体撤去工事外１件設計業務委託費の支出について（完了金）
497,800

都市整備局 企画設計課 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設用複写機経費（９月分）の支出について
89,218

都市整備局 企画設計課 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用高津小学校外壁改修工事費の支出について（前払金）
15,310,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月22日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度大都市設備技術担当者会議参加に伴う会議費の支出について
6,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月22日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　会費 建築計画調査事務用平成２６年度大都市営繕工事担当者会議参加に伴う会議費の支出について
5,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月22日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 工事請負費　改修工事費 経済戦略事業用　経済戦略局防災行政無線設備工事費の支出について（完成金）
226,800

都市整備局 企画設計課 平成26年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用八阪中学校外5校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
13,292,600

都市整備局 企画設計課 平成26年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用花乃井中学校外2校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
9,766,120

都市整備局 企画設計課 平成26年10月23日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか　住之江区役所・区民ホール耐震改修その他工事監理業務委託費の支出について（第２回中間金）
1,382,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月23日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 区庁舎整備用　鶴見区役所耐震改修その他工事費の支出について（第４回中間金）
43,570,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月23日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか　住之江区役所・区民ホール耐震改修その他工事監理業務委託費の支出について（第２回中間金）
201,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用(仮称)今宮中学校区小中一貫校整備工事監理業務委託費の支出について（第２回中間金）
3,413,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用島屋小学校増築その他電気設備工事費の支出について（前払金）
17,090,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用緑中学校第3期増築その他工事費の支出について（前払金）
118,972,800

都市整備局 企画設計課 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用三軒家東小学校第２期増築その他工事費の支出について（第２回中間金）
46,460,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用島屋小学校増築その他電気設備工事費の支出について（前払金）
1,210,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用緑中学校第3期増築その他工事費の支出について（前払金）
3,965,700

都市整備局 企画設計課 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用玉出中学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
5,225,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用緑中学校第3期増築その他工事費の支出について（前払金）
991,500

都市整備局 企画設計課 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用三国中学校外4校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
10,514,240

都市整備局 企画設計課 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用（仮称）今宮中学校区小中一貫校体育館等天井改修工事費の支出について（第１回中間金）
12,560,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用玉出中学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
10,055,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用長池小学校増築その他設備工事監理業務委託費の支出について（完了金）
1,542,240

都市整備局 企画設計課 平成26年10月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用豊仁小学校第２期増築その他工事監理業務委託費の支出について（完了金）
1,475,440

都市整備局 企画設計課 平成26年10月27日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか　東住吉区役所・区民ホール耐震改修その他工事監理業務委託費の支出について（第２回中間金）
1,906,900

都市整備局 企画設計課 平成26年10月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか　東住吉区役所・区民ホール耐震改修その他工事監理業務委託費の支出について（第２回中間金）
168,100

都市整備局 企画設計課 平成26年10月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 区画整理事業用　長吉東部土地区画整理事務所解体撤去工事費の支出について（完成金）
14,353,200
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都市整備局 企画設計課 平成26年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用長池小学校第２期増築その他機械設備工事費の支出について（前払金）
3,350,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用長池小学校第２期増築その他機械設備工事費の支出について（前払金）
5,790,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用旭東中学校外4校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
18,297,040

都市整備局 企画設計課 平成26年10月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 研修認定会議認定講習会「公共工事と会計検査講習会」にかかる受講料の支出について
8,333

都市整備局 企画設計課 平成26年10月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　会費 研修認定会議認定講習会「公共工事と会計検査講習会」にかかる受講料の支出について
6,100

都市整備局 企画設計課 平成26年10月28日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 弘済院整備費 委託料　委託料 弘済院整備用　弘済院旧救護第２ホーム及び関連設備解体撤去工事設計業務委託費の支出について（前払金）
640,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設用問答式　管工事施工管理の実務追録第５０号外１件の買入にかかる支出について
9,302

都市整備局 企画設計課 平成26年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用中野中学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第２回中間金）
3,016,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用墨江小学校増築その他工事費の支出について（第１回中間金）
53,360,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用相生中学校増築その他工事費の支出について（第２回中間金）
48,470,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用田辺中学校外6校体育館等天井改修工事外1件監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
648,700

都市整備局 企画設計課 平成26年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用田辺中学校外6校体育館等天井改修工事外1件監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,347,300

都市整備局 企画設計課 平成26年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用堀川小学校増築その他機械設備工事費の支出について（一部完成金）
18,911,880

都市整備局 企画設計課 平成26年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用大宮中学校プール設置その他工事費の支出について（前払金）
41,563,400

都市整備局 企画設計課 平成26年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用大宮中学校プール設置その他工事費の支出について（前払金）
1,556,600

都市整備局 企画設計課 平成26年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用大和川中学校外9校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（前払金）
23,740,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月29日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　新規工事費 社会福祉施設整備用　もと八尾軽費老人ホーム天野苑解体撤去工事費－２の支出について（前払金）
91,800,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月29日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 公営住宅建設用ほか　西大道第３住宅２号館・西大道保育所耐震改修その他工事費の支出について（前払金）
491,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月29日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 公営住宅建設用ほか　西大道第３住宅２号館・西大道保育所耐震改修その他工事費の支出について（前払金）
1,883,300

都市整備局 企画設計課 平成26年10月29日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 産業振興事業用　もと木津川工場アパート解体撤去工事設計業務委託費の支出について（完了金）
882,800

都市整備局 企画設計課 平成26年10月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 公営住宅建設用ほか　西大道第３住宅２号館・西大道保育所耐震改修その他工事費の支出について（前払金）
6,938,200

都市整備局 企画設計課 平成26年10月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 公営住宅建設用ほか　西大道第３住宅２号館・西大道保育所耐震改修その他工事費の支出について（前払金）
3,507,500

都市整備局 企画設計課 平成26年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用勝山小学校第2期耐震改修工事設計業務委託費の支出について（前払金）
540,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用三国小学校プール設置その他電気設備工事費の支出について（前払金）
2,010,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用豊崎小学校耐震改修その他工事費の支出について（第１回中間金）
6,981,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用豊崎小学校耐震改修その他工事費の支出について（第１回中間金）
3,759,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用豊崎中学校外6校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
3,237,080

都市整備局 企画設計課 平成26年10月30日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 市民利用施設整備用ほか　東淀川区役所・区民ホール耐震改修その他工事第３次設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
1,261,656

都市整備局 企画設計課 平成26年10月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 市民利用施設整備用ほか　東淀川区役所・区民ホール耐震改修その他工事第３次設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
163,944

都市整備局 企画設計課 平成26年10月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 工事請負費　新規工事費 産業振興事業用　廃品回収共同作業場（吾彦大橋高架下）解体その他工事費の支出について（前払金）
4,000,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用三軒家東小学校第２期増築その他工事監理業務委託費の支出について（第２回中間金）
2,476,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用鯰江小学校増築その他電気設備工事費の支出について（完成金）
1,486,560

都市整備局 企画設計課 平成26年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用鯰江小学校増築その他電気設備工事費の支出について（完成金）
17,165,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用諏訪小学校増築その他工事費の支出について（第３回中間金）
60,020,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 報償費　報償金 平成２６年度第６回都市整備局契約事務評価会議委員報償及び交通費の支出について
49,965

都市整備局 企画設計課 平成26年10月31日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか　住之江区役所・区民ホール耐震改修その他設備工事監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
2,168,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか　住之江区役所・区民ホール耐震改修その他設備工事監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
314,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月31日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 社会福祉施設整備用　南港臨時宿泊所解体撤去工事設計業務委託費の支出について（完了金）
1,218,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

工事請負費　改修工事費 スポーツ施設整備事業用　長居球技場バックスタンド北側便所設置衛生設備工事費の支出について（前払金）
2,140,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用緑中学校第3期増築その他電気設備工事費の支出について（前払金）
12,380,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用大和川中学校外8校体育館等天井改修工事監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,560,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用梅香小学校外９校体育館等天井改修工事設計業務委託費の支出について(前払金)
540,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用緑中学校第3期増築その他電気設備工事費の支出について（前払金）
1,150,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用西船場小学校体育館天井改修その他工事費の支出について（中間前払金）
3,880,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用遠里小野小学校外壁改修工事費の支出について（前払金）
15,210,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用清水丘小学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
13,940,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用都島中学校外5校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
16,281,520

都市整備局 企画設計課 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用緑中学校第3期増築その他電気設備工事費の支出について（前払金）
500,000
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都市整備局 企画設計課 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用清水丘小学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
3,660,000

都市整備局 企画設計課 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用東中川小学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
13,030,000

都市整備局
ファシリティマネジメント
課

平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 ESCO事業用市内出張交通費（９月分）の支出について
2,800

都市整備局 施設整備課 平成26年10月01日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 長居障がい者スポーツセンター各所改修工事費の支出について（第1回工事前払金）
1,640,000

都市整備局 施設整備課 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 南住吉小学校土間改修その他工事費の支出について（完成金）
2,341,440

都市整備局 施設整備課 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 阪南中学校外柵改修その他工事費の支出について（第１回工事前払金）
1,510,000

都市整備局 施設整備課 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 茨田北小学校便所自動洗浄化改修工事費の支出について（完成金）
1,575,720

都市整備局 施設整備課 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 花乃井中学校直結給水化改修電気設備工事費の支出について（完成金）
293,760

都市整備局 施設整備課 平成26年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 港晴小学校電気幹線改修工事費の支出について（完成金）
906,120

都市整備局 施設整備課 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東田辺小学校教室出入口改修工事費の支出について(完成金)
5,532,840

都市整備局 施設整備課 平成26年10月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 北津守小学校受変電設備改修工事費の支出について（完成金）
645,680

都市整備局 施設整備課 平成26年10月06日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 中央区役所泡消火設備改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
417,744

都市整備局 施設整備課 平成26年10月06日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 港区役所空調自動制御設備改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
281,880

都市整備局 施設整備課 平成26年10月06日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 港区役所電話交換機室空調設備改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
123,228

都市整備局 施設整備課 平成26年10月06日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 社会福祉研修・情報センター内部改修工事（その１）（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,230,120

都市整備局 施設整備課 平成26年10月06日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 社会福祉研修・情報センター内部改修工事（その２）（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
217,188

都市整備局 施設整備課 平成26年10月06日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 生魂幼稚園軒先改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
329,940

都市整備局 施設整備課 平成26年10月06日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 瓜破北幼稚園建具改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
281,880

都市整備局 施設整備課 平成26年10月06日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 海老江西幼稚園プール側溝改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
375,948

都市整備局 施設整備課 平成26年10月06日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 児童宿舎（いちょう寮）フローリング張替工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
169,128

都市整備局 施設整備課 平成26年10月06日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 海老江保育所門扉改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
359,208

都市整備局 施設整備課 平成26年10月06日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 環境局東北環境事業センター防火シャッター・防火戸改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
64,692

都市整備局 施設整備課 平成26年10月06日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 貿易振興事業費 委託料　委託料 インテックス大阪６号館屋上床改修その他工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について（第２回）
1,449,468

都市整備局 施設整備課 平成26年10月06日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

委託料　委託料 靭テニスセンター外壁改修その他工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
848,016

都市整備局 施設整備課 平成26年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（耐震改修工事）（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
5,654,232

都市整備局 施設整備課 平成26年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（耐震改修工事）（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
3,590,460

都市整備局 施設整備課 平成26年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（耐震改修工事）（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
23,619,060

都市整備局 施設整備課 平成26年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（耐震改修工事）（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
4,081,212

都市整備局 施設整備課 平成26年10月07日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 港区役所太陽光発電設備設置工事費の支出について（工事前払金）
7,310,000

都市整備局 施設整備課 平成26年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 泉尾東小学校便所その他照明改修工事費の支出について（完成金）
1,040,040

都市整備局 施設整備課 平成26年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 築港小学校便所その他照明改修工事費の支出について（完成金）
1,449,360

都市整備局 施設整備課 平成26年10月08日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 西淀川区役所太陽光発電設備設置工事費の支出について（工事前払金）
3,400,000

都市整備局 施設整備課 平成26年10月08日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 天王寺区役所太陽光発電設備設置工事費の支出について（工事前払金）
5,580,000

都市整備局 施設整備課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 あべの市税事務所税務事務システム改修工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
210,492

都市整備局 施設整備課 平成26年10月09日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 都島区役所外戸籍情報システム等改修設備工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
1,927,800

都市整備局 施設整備課 平成26年10月09日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 生野区役所総合福祉システム改修工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
289,116

都市整備局 施設整備課 平成26年10月09日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 旭区役所事務室間仕切改修工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
454,032

都市整備局 施設整備課 平成26年10月09日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 都島区役所外住民基本台帳システム等改修設備工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
1,473,444

都市整備局 施設整備課 平成26年10月09日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 大阪市立更生相談所便所改修工事（南エリア）【設計・監理】委託費の支出について
762,912

都市整備局 施設整備課 平成26年10月09日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 大阪市立更生相談所事務室床改修工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
1,738,368

都市整備局 施設整備課 平成26年10月09日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 大阪市立更生相談所電気幹線整備電気設備工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
799,308

都市整備局 施設整備課 平成26年10月09日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター（更生療養センター）空調設備改修工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
278,424

都市整備局 施設整備課 平成26年10月09日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター昇降機設備改修工事（１号機制御リニューアル）（南エリア）【設計】委託費の支出について
364,500

都市整備局 施設整備課 平成26年10月09日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

委託料　委託料 生野小学校防球ネット改修工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
142,560

都市整備局 施設整備課 平成26年10月09日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

委託料　委託料 大阪市立長居陸上競技場赤外線覚知設備改修工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
456,732

都市整備局 施設整備課 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 常盤小学校給食室改修その他工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
89,964

都市整備局 施設整備課 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（ガス管経年改修）（南エリア）【設計】委託費の支出について
703,188

都市整備局 施設整備課 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（便所照明改修）（東エリア）【設計】委託費の支出について
907,848
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都市整備局 施設整備課 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（ガス管経年改修）（東エリア）【設計】委託費の支出について
427,032

都市整備局 施設整備課 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（便所照明改修）（南エリア）【設計】委託費の支出について
889,056

都市整備局 施設整備課 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（駒除け柵改修）（南エリア）【設計】委託費の支出について
1,019,304

都市整備局 施設整備課 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 宝栄小学校ガス配管経年管改修工事費の支出について（完成金）
96,120

都市整備局 施設整備課 平成26年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 粉浜小学校通路整備その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
1,465,560

都市整備局 施設整備課 平成26年10月10日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 大阪市市設建築物整備保全業務(相談・設計等業務)委託（その４）にかかる支出について（第３四半期分）
5,999,914

都市整備局 施設整備課 平成26年10月10日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 大阪市市設建築物整備保全業務(相談・設計等業務)委託（その１）にかかる支出について（第３四半期分）
7,830,000

都市整備局 施設整備課 平成26年10月10日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 大阪市市設建築物整備保全業務（発注関係補助業務）委託にかかる支出について（第３四半期分）
30,805,714

都市整備局 施設整備課 平成26年10月10日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 大阪市市設建築物整備保全業務(相談・設計等業務)委託（その３）にかかる支出について（第３四半期分）
5,999,914

都市整備局 施設整備課 平成26年10月10日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 西区役所給水ポンプ改修工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
163,404

都市整備局 施設整備課 平成26年10月10日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 港区役所給水ポンプ更新工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
193,104

都市整備局 施設整備課 平成26年10月10日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 工事請負費　改修工事費 西成区保健福祉センター分館内部改修情報通信設備工事費の支出について（工事前払金）
2,150,000

都市整備局 施設整備課 平成26年10月10日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 工事請負費　改修工事費 もと西成保健センター鋼板塀設置その他工事費の支出について（完成金）
1,559,520

都市整備局 施設整備課 平成26年10月10日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

委託料　委託料 大阪市中央体育館赤外線火災覚知設備改修工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
693,900

都市整備局 施設整備課 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　改修工事費 常盤小学校給食室改修その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
394,200

都市整備局 施設整備課 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（ガス管経年改修）（西エリア）【設計】委託費の支出について
46,116

都市整備局 施設整備課 平成26年10月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（便所照明改修）（西エリア）【設計】委託費の支出について
430,272

都市整備局 施設整備課 平成26年10月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 工事請負費　改修工事費 中央卸売市場業務管理棟事務室改修電気設備工事費の支出について(完成金)
1,842,480

都市整備局 施設整備課 平成26年10月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 貿易振興事業費 工事請負費　改修工事費 インテックス大阪６号館屋上床仕上改修工事費の支出について（完成金）
81,340,200

都市整備局 施設整備課 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 田中小学校体育館床塗装工事費の支出について（完成金）
3,513,240

都市整備局 施設整備課 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 文の里夜間中学校冷房電気設備工事費の支出について（完成金）
717,440

都市整備局 施設整備課 平成26年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 粉浜小学校通路整備その他工事費の支出について（完成金）
6,811,600

都市整備局 施設整備課 平成26年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 マイクロ写真リーダープリンター　長期借入（施設整備課）費用の支出について（平成26年9月分）
50,004

都市整備局 施設整備課 平成26年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 Ａ２版対応インクジェットプリンター　長期借入（施設整備課）費用の支出について（平成26年9月分）
6,264

都市整備局 施設整備課 平成26年10月17日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 住吉区役所太陽光発電設備設置工事費の支出について（工事前払金）
16,170,000

都市整備局 施設整備課 平成26年10月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 工事請負費　改修工事費 中央卸売市場業務管理棟事務室改修工事費の支出について（完成金）
1,358,920

都市整備局 施設整備課 平成26年10月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

工事請負費　改修工事費 城東スポーツセンター空調設備改修工事費の支出について（工事前払金）
1,420,000

都市整備局 施設整備課 平成26年10月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

工事請負費　改修工事費 天王寺スポーツセンター他１施設外壁改修その他工事費の支出について（工事前払金）
4,980,000

都市整備局 施設整備課 平成26年10月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 新大阪駅自転車駐車場改修工事費の支出について（工事前払金）
6,130,000

都市整備局 施設整備課 平成26年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 喜連北小学校理科室床改修衛生設備工事費の支出について（完成金）
713,880

都市整備局 施設整備課 平成26年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大阪ビジネスフロンティア高等学校塀塗装工事費の支出について（工事前払金）
580,000

都市整備局 施設整備課 平成26年10月21日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 此花区役所住民基本台帳・戸籍情報システム改修電気設備工事費の支出について（完成金）
557,280

都市整備局 施設整備課 平成26年10月21日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 旭区役所事務室改修工事費の支出について（工事前払金）
50,000

都市整備局 施設整備課 平成26年10月21日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 旭区役所事務室改修工事費の支出について（工事前払金）
680,000

都市整備局 施設整備課 平成26年10月21日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 工事請負費　改修工事費 西成区保健福祉センター分館内部改修電気設備工事費の支出について（工事前払金）
934,780

都市整備局 施設整備課 平成26年10月21日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 工事請負費　改修工事費 西成区保健福祉センター分館内部改修電気設備工事費の支出について（工事前払金）
5,251,312

都市整備局 施設整備課 平成26年10月21日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 工事請負費　改修工事費 西成区保健福祉センター分館内部改修電気設備工事費の支出について（工事前払金）
23,908

都市整備局 施設整備課 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 生野工業高等学校耐震改修その他機械設備工事費の支出について（工事前払金）
7,200,000

都市整備局 施設整備課 平成26年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 瓜破東小学校玄関改修その他工事費の支出について（完成金）
3,440,800

都市整備局 施設整備課 平成26年10月22日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 平成26年度施設整備課事務室機械警備業務委託の支出について（9月分）
8,640

都市整備局 施設整備課 平成26年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 喜連北小学校理科室床改修工事費の支出について（完成金）
2,975,040

都市整備局 施設整備課 平成26年10月23日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 天王寺区役所住民基本台帳・戸籍情報システム改修電気設備工事費の支出について（完成金）
569,160

都市整備局 施設整備課 平成26年10月23日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 工事請負費　改修工事費 西成区保健福祉センター分館内部改修工事費の支出について（工事前払金）
1,450,000

都市整備局 施設整備課 平成26年10月23日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 工事請負費　改修工事費 西成区保健福祉センター分館内部改修工事費の支出について（工事前払金）
820,000

都市整備局 施設整備課 平成26年10月23日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 委託料　委託料 本庁舎各所改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
848,016

都市整備局 施設整備課 平成26年10月23日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 委託料　委託料 本庁舎各所衛生設備改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
547,236

都市整備局 施設整備課 平成26年10月23日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 おとしよりすこやかセンター南部花園館屋上庇改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
169,128

都市整備局 施設整備課 平成26年10月23日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 おとしよりすこやかセンター北部館駐車場管制設備その他改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,129,896
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都市整備局 施設整備課 平成26年10月23日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 おとしよりすこやかセンター西部館給湯管改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,564,380

都市整備局 施設整備課 平成26年10月23日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 生活保護施設整備費 委託料　委託料 第２港晴寮直流電源装置改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
248,832

都市整備局 施設整備課 平成26年10月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 委託料　委託料 大阪市立西中島センター外構改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
100,224

都市整備局 施設整備課 平成26年10月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 環境局中部環境事業センター出張所防煙垂壁改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
123,228

都市整備局 施設整備課 平成26年10月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 委託料　委託料 大阪城天守閣直流電源装置改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
753,948

都市整備局 施設整備課 平成26年10月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

委託料　委託料 長居陸上競技場外壁改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
753,948

都市整備局 施設整備課 平成26年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 南部方面管理事務所管理棟衛生設備改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
165,888

都市整備局 施設整備課 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 営繕事務用共用室コピー代金の支出について（平成２６年９月分）
27,259

都市整備局 施設整備課 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 営繕事務用執務室コピー代金の支出について（平成２６年９月分）
38,791

都市整備局 施設整備課 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（給水一系統改修２）（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,083,996

都市整備局 施設整備課 平成26年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（給水一系統改修２）（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
2,261,952

都市整備局 施設整備課 平成26年10月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共建築部施設整備課事務室電気使用料の支出について（平成26年9月分）
102,171

都市整備局 施設整備課 平成26年10月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 大阪市市設建築物整備保全業務(相談・設計等業務)委託（その２）にかかる支出について（第３四半期分）
7,951,500

都市整備局 施設整備課 平成26年10月28日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 住吉区役所住民基本台帳・戸籍情報システム改修電気設備工事費の支出について（完成金）
258,120

都市整備局 施設整備課 平成26年10月28日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 西成区役所住民基本台帳・戸籍情報システム改修電気設備工事費の支出について（完成金）
333,720

都市整備局 施設整備課 平成26年10月28日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 阿倍野区役所太陽光発電設備設置工事費の支出について（工事前払金）
8,320,000

都市整備局 施設整備課 平成26年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大桐小学校給食室改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
4,007,880

都市整備局 施設整備課 平成26年10月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 工事請負費　改修工事費 大正消防署太陽光発電設備設置工事費の支出について（工事前払金）
4,690,000

都市整備局 施設整備課 平成26年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 泉尾工業高等学校耐震改修その他工事費の支出について（第１回中間金）
25,810,000

都市整備局 施設整備課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成26年度真田山小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
143,640

都市整備局 施設整備課 平成26年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成26年度東粉浜小学校外23施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
46,440

都市整備局 施設整備課 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度東粉浜小学校外23施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
2,518,560

都市整備局 施設整備課 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度真田山小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,114,560

都市整備局 施設整備課 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度東粉浜小学校外23施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,659,960

都市整備局 施設整備課 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度真田山小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
452,520

都市整備局 施設整備課 平成26年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度真田山小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
455,760

都市整備局 施設整備課 平成26年10月30日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 東淀川区役所外1施設住民基本台帳・戸籍情報システム改修電気設備工事費の支出について（完成金）
772,200

都市整備局 施設整備課 平成26年10月30日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 浪速区役所住民基本台帳・戸籍情報システム改修電気設備工事費の支出について（完成金）
459,000

都市整備局 施設整備課 平成26年10月30日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 東成区役所屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
13,227,840

都市整備局 施設整備課 平成26年10月30日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 東成区役所住民基本台帳・戸籍情報システム改修電気設備工事費の支出について（完成金）
266,760

都市整備局 施設整備課 平成26年10月30日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 城東区役所住民基本台帳・戸籍情報システム改修電気設備工事費の支出について（完成金）
505,440

都市整備局 施設整備課 平成26年10月30日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 生野区役所住民基本台帳・戸籍情報システム改修電気設備工事費の支出について（完成金）
365,040

都市整備局 施設整備課 平成26年10月30日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 中央区役所住民基本台帳・戸籍情報システム改修電気設備工事費の支出について（完成金）
419,040

都市整備局 施設整備課 平成26年10月30日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 鶴見区役所住民基本台帳・戸籍情報システム改修電気設備工事費の支出について（完成金）
282,960

都市整備局 施設整備課 平成26年10月30日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 東住吉区役所住民基本台帳・戸籍情報システム改修電気設備工事費の支出について（完成金）
450,360

都市整備局 施設整備課 平成26年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 生江小学校ガス配管経年管改修工事費の支出について（完成金）
2,904,120

都市整備局 施設整備課 平成26年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 清水小学校ガス配管経年管改修工事費の支出について（完成金）
3,175,200

都市整備局 施設整備課 平成26年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 中野小学校ガス配管経年管改修工事費の支出について（完成金）
455,760

都市整備局 施設整備課 平成26年10月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費（平成２６年９月分）の支出について
2,359

都市整備局 施設整備課 平成26年10月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 施設整備課事務室電話使用料の支出について（平成26年9月分）
54,915

都市整備局 施設整備課 平成26年10月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用平成２６年度公共建築部施設整備課執務室管理費等の支出について（１１月分）
533,168

都市整備局 施設整備課 平成26年10月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅総務事務用平成２６年度公共建築部施設整備課執務室管理費等の支出について（１１月分）
143,758

都市整備局 施設整備課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度西天満小学校外４４校昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
8,990,838

都市整備局 施設整備課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度西天満小学校外４４校昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
4,509,162

都市整備局 施設整備課 平成26年10月31日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 阿倍野区役所住民基本台帳・戸籍情報システム改修電気設備工事費の支出について（完成金）
442,800

都市整備局 施設整備課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度田島工営所昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
178,038

都市整備局 施設整備課 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費（平成２６年９月分）の支出について
44,151

都市整備局 施設整備課 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 住吉商業高等学校フェンス設置工事費の支出について（完成金）
1,671,840
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都市整備局 施設整備課 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 弁天小学校ガス配管経年管改修工事費の支出について(完成金)
592,920

都市整備局 施設整備課 平成26年10月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 喜連北小学校理科室床改修電気設備工事費の支出について（完成金）
460,080

都市整備局 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（８月分）
6,998

都市整備局 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（８月分）
13,996

都市整備局 総務課 平成26年10月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（８月分）
13,996

都市整備局 総務課 平成26年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
7,200

都市整備局 総務課 平成26年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
387

都市整備局 総務課 平成26年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
82

都市整備局 総務課 平成26年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
8,628

都市整備局 総務課 平成26年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
1,247

都市整備局 総務課 平成26年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
19,680

都市整備局 総務課 平成26年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
10,240

都市整備局 総務課 平成26年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
306

都市整備局 総務課 平成26年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
969

都市整備局 総務課 平成26年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
4,320

都市整備局 総務課 平成26年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
108

都市整備局 総務課 平成26年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
774

都市整備局 総務課 平成26年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
1,420

都市整備局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　日刊建設工業新聞の買入費用の支出について（上半期分）
55,080

都市整備局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　朝日新聞外１点の買入費用の支出について（第２四半期分）
50,496

都市整備局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　読売新聞の買入費用の支出について（第２四半期分）
24,222

都市整備局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　日本経済新聞外１点の買入費用の支出について（第２四半期分）
64,803

都市整備局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　産経新聞の買入費用の支出について（第２四半期分）
36,333

都市整備局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　日本経済新聞外１点の買入費用の支出について（第２四半期分）
12,111

都市整備局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　朝日新聞外１点の買入費用の支出について（第２四半期分）
12,111

都市整備局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　読売新聞の買入費用の支出について（第２四半期分）
12,111

都市整備局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　産経新聞の買入費用の支出について（第２四半期分）
12,111

都市整備局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　読売新聞の買入費用の支出について（第２四半期分）
12,111

都市整備局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　日本経済新聞外１点の買入費用の支出について（第２四半期分）
25,638

都市整備局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用平成２６年度大阪駅前第１ビル倉庫管理費の支出について（１０月分）
298,750

都市整備局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用　都市整備局事業所間文書逓送業務委託料の支出について（９月分）
108,701

都市整備局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅総務事務用平成２６年度大阪駅前第１ビル倉庫修繕積立金の支出について（１０月分）
151,076

都市整備局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　陽画焼付代金(印刷製本費等)の支出について(９月発注分)
50,677

都市整備局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　陽画焼付代金(印刷製本費等)の支出について(９月発注分)
24,676

都市整備局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　陽画焼付代金(印刷製本費等)の支出について(９月発注分)
82,179

都市整備局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　陽画焼付代金(印刷製本費等)の支出について(９月発注分)
25,249

都市整備局 総務課 平成26年10月21日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用地方公共団体契約実務ハンドブック第１２９号～第１３２号の買入費用の支出について
8,112

都市整備局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 問答式　公共工事契約の実務　追録第８９号　ほか１点　買入費用の支出について
8,663

都市整備局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用環境におけるプリンタ（Ａ１）長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
7,776

都市整備局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
150,995

都市整備局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
15,844

都市整備局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（９月分）
17,302

都市整備局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
141,971

都市整備局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
30,316

都市整備局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
48,233

都市整備局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（９月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
21,124

都市整備局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（９月分）
17,302
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都市整備局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
305,814

都市整備局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度視覚障害対応庁内情報利用パソコン長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
5,778

都市整備局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（９月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
38,227

都市整備局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
47,874

都市整備局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
5,281

都市整備局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
96,466

都市整備局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（９月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
10,105

都市整備局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
12,058

都市整備局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
14,857

都市整備局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
5,281

都市整備局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
5,734

都市整備局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
5,778

都市整備局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
9,557

都市整備局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（９月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
7,645

都市整備局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
11,556

都市整備局 総務課 平成26年10月27日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
825

都市整備局 総務課 平成26年10月27日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
17,202

都市整備局 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（９月分）
36,604

都市整備局 総務課 平成26年10月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（９月分）
7,221

都市整備局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用コピー代金の支出について（９月分）
58,163

都市整備局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　負担金 大阪市住宅供給公社団体共済部　大阪市負担金の支出について（平成２６年９月分）
1,456,691

都市整備局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用地方公共団体契約実務の要点　追録第６６号～第６８号の買入にかかる経費の支出について
6,027

都市整備局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金９月分の支払いについて
2,494

都市整備局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（９月分）
6,998

都市整備局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金９月分の支払いについて
312,979

都市整備局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（９月分）
13,996

都市整備局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（９月分）
13,996

都市整備局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金９月分の支払いについて
48,948

都市整備局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 公営住宅建設事務用建設業関係法規集　追録第１１７４号～第１１７７号買入費用の支出について
10,704

都市整備局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金９月分の支払いについて
2,560

都市整備局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金９月分の支払いについて
10,487

都市整備局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金９月分の支払いについて
186,969

都市整備局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金９月分の支払いについて
35,912

都市整備局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金９月分の支払いについて
1,492

政策企画室 秘書担当 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 自動車運行管理用　特別職車運行管理業務委託の支出について（H26.８月分）
1,144,800

政策企画室 秘書担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（コピー機）による複写にかかる経費の支出について（８月分）
30,518

政策企画室 秘書担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（ＦＡＸ）による複写にかかる経費の支出について（８月分）
1,864

政策企画室 秘書担当 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 自動車運行管理用　基本外業務委託料の支出について（H26.８月分）
111,480

政策企画室 秘書担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 市民表彰用　紙袋ほか１点の購入にかかる経費の支出について
43,016

政策企画室 秘書担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　印刷製本費 市民表彰用　案内状ほか２点の作成にかかる経費の支出について
10,983

政策企画室 秘書担当 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報償費　報償金 第49回市民表彰用　大阪市市民表彰審査会臨時委員への謝礼金の支出について（８名）
99,260

政策企画室 秘書担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　燃料費 自動車運行管理用　車両運行に係るガソリン代の支出について（H26.８月分）
24,453

政策企画室 秘書担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 自動車運行管理用　ETC利用高速道路通行料支出について（H26.８月分）
41,840

政策企画室 秘書担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（９月分）
2,531

政策企画室 秘書担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（９月分）
2,133
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政策企画室 秘書担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日、日本経済新聞（平成２６年７月から９月分）の購入経費の支出について
153,828

政策企画室 秘書担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞（平成２６年７月から９月分）購入経費の支出について
12,111

政策企画室 秘書担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞（平成２６年７月から９月分）の購読経費の支出について
12,111

政策企画室 秘書担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞（平成２６年７月から９月分）の購読経費の支出について
72,666

政策企画室 秘書担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞（平成２６年７月から９月分）購入経費の支出について
36,333

政策企画室 秘書担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日、日本経済新聞（平成２６年７月から９月分）の購入経費の支出について
76,914

政策企画室 秘書担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞（平成２６年７月から９月分）購入経費の支出について
72,666

政策企画室 秘書担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞（平成２６年７月から９月分）の購入経費の支出について
36,333

政策企画室 秘書担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日、日本経済新聞（平成２６年７月から９月分）の購入経費の支出について
25,638

政策企画室 秘書担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞（平成２６年７月から９月分）の購読経費の支出について
36,333

政策企画室 秘書担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞（平成２６年７月から９月分）の購入経費の支出について
12,111

政策企画室 秘書担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞（平成２６年７月から９月分）の購入経費の支出について
72,666

政策企画室 秘書担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（９月分）
17,717

政策企画室 秘書担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（９月分）
68,249

政策企画室 秘書担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（９月分）
32,903

政策企画室 秘書担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 情報化用　平成24年度庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（９月分）
30,335

政策企画室 秘書担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（９月分）
27,809

政策企画室 秘書担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（９月分）
44,788

政策企画室 秘書担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（９月分）
3,796

政策企画室 秘書担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（９月分）
29,859

政策企画室 秘書担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（９月分）
10,123

政策企画室 秘書担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（９月分）
4,266

政策企画室 秘書担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（９月分）
19,252

政策企画室 秘書担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（９月分）
16,451

政策企画室 秘書担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用普通乗用車一式　借入契約の支出について（Ｈ26.９月分）
60,264

政策企画室 秘書担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用普通乗用車一式１台　長期借入（H26.９月分）の支出について
51,408

政策企画室 秘書担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用普通乗用車一式２台　長期借入（H26.９月分）の支出について
94,824

政策企画室 秘書担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（ＦＡＸ）による複写にかかる経費の支出について（９月分）
17,793

政策企画室 秘書担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（コピー機）による複写にかかる経費の支出について（９月分）
44,129

政策企画室 秘書担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（９月分）
7,350

政策企画室 秘書担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（９月分）
82

政策企画室 秘書担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（９月分）
1,894

政策企画室 秘書担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（９月分）
222

政策企画室 秘書担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（９月分）
256

政策企画室 秘書担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　印刷製本費 市民表彰用　表彰状印刷にかかる経費の支出について
12,204

政策企画室 政策企画担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 報酬　其他委員等報酬 特別参与（改革評価プロジェクト）の報酬等の支出について（平成26年8月分）
13,095

政策企画室 政策企画担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 旅費　費用弁償 特別参与（改革評価プロジェクト）の報酬等の支出について（平成26年8月分）
15,030

政策企画室 政策企画担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 特別参与（改革評価プロジェクト）の報酬等の支出について（平成26年8月分）
13,095

政策企画室 政策企画担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 特別参与（改革評価プロジェクト）の報酬等の支出について（平成26年8月分）
15,030

政策企画室 政策企画担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 企画部事務用　市内等出張交通費の支出について（８月分）
14,244

政策企画室 政策企画担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 企画部事務用　コピー代金及び関連消耗品代の支出について（平成２６年９月分）
66,506

政策企画室 政策企画担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと納税クレジット立替払い手数料の支出について（平成２６年８月寄附分）
328

政策企画室 政策企画担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと納税クレジット立替払い手数料の支出について（平成２６年８月寄附分）
8,619

政策企画室 政策企画担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 ふるさと納税インターネットクレジット納付システム運営利用料の支出について（平成２６年９月分）
1,080

政策企画室 広報担当 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 ホームページ運用管理システムスマートフォン向けネットワークサービス業務委託の経費の支出について（8月分）
118,800

政策企画室 広報担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 外国語版広報関連用　大阪市外国語版ホームページ翻訳業務にかかる経費の支出について（８月分）
75,276

政策企画室 広報担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 区の広報紙における「市政情報部分」の企画編集業務委託（平成26年10月号）に係る経費の支出について
372,600

政策企画室 広報担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 平成26年度大都市広報広聴主管者協議会への出席について
43,520
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政策企画室 広報担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　印刷製本費 点字版「区広報紙市政情報」（平成26年10月号）概算印刷に係る経費の支出について
310,187

政策企画室 広報担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 インターネット事業用　広報事務処理パソコン等機器類長期借入賃借料の支出について（９月分）
12,960

政策企画室 広報担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 インターネット検証用　携帯電話利用料（au９月分）の支出について
2,394

政策企画室 広報担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 外国語版広報関連用　大阪市外国語版ホームページ作成・更新業務にかかる経費の支出について（９月分）
28,836

政策企画室 広報担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 平成26年度地下鉄・駅構内設置の広報板へのポスター掲出業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
47,421

政策企画室 広報担当 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 インターネット検証用　携帯電話利用料（ソフトバンク９月分）の支出について
8,196

政策企画室 広報担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 ホームページ運用管理システムスマートフォン向けコンテンツ変換用ネットワークサービス提供業務委託の経費の支出について（9月分）
118,800

政策企画室 広報担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 政策企画室市民情報部平成26年９月分コピー代金の支出について
37,892

政策企画室 広報担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 インターネット関連経費　業務用パソコン回線使用料（NTT）及びインターネットプロバイダー使用料の支出について（９月分）
8,013

政策企画室 広報担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 外国語版広報関連用　大阪市外国語版ホームページ翻訳業務にかかる経費の支出について（９月分）
31,104

政策企画室 報道担当 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 報道業務用　市内出張にかかる交通費の支出について（平成26年８月分）
4,936

政策企画室 報道担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 報道事務参考用　大阪日日新聞の購読にかかる経費の支出について（７月～９月分）
6,150

政策企画室 報道担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 報道事務用　全録システム機器「地上デジタル波対応版　ＳＰＩＤＥＲ　ＰＲＯ」データ提供等業務の委託にかかる経費の支出について（平成26年９月分）
64,800

政策企画室 報道担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　インターネット行財政情報サービス「ｉＪＡＭＰ」の利用にかかる経費の支出について（７～９月分）
2,235,600

政策企画室 報道担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　全録システム機器「地上デジタル波対応版　ＳＰＩＤＥＲ　ＰＲＯ」の長期借入にかかる経費の支出について（平成26年９月分）
24,507

政策企画室 報道担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 平成26年大都市広報広聴主幹者協議会への出席にかかる経費の支出について（平成26年10月23日）
21,760

政策企画室 報道担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 報道業務用　市内出張にかかる交通費の支出について（平成26年９月分）
1,424

政策企画室 報道担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 報道事務用　公用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（平成26年９月分）
8,053

政策企画室 報道担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　筆耕翻訳料 報道事務用　市長会見等のテキストデータ作成（９月分）にかかる経費の支出について
36,547

政策企画室 報道担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　「日経テレコン21 Knowledge Passport Fast Track」の利用にかかる経費の支出について（９月分）
89,640

政策企画室 報道担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 報道担当全録システム用　インターネットプロバイダー利用料の支出について（8月分So-net及び9月分NTT回線利用料）
6,328

政策企画室 報道担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　ＦＡＸ一斉送信サービス（Fax2Mail）利用にかかる経費の支出について（平成26年９月分）
1,622

政策企画室 広聴担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（平成26年９月分）
4,448

政策企画室 広聴担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 大都市広報広聴主管者協議会への出席に係る管外出張旅費の支出について
21,760

政策企画室 広聴担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 「市民の声データベース」用機器一式の賃借経費の支出について（９月分）
68,969

政策企画室 広聴担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（平成26年９月分）
14,781

政策企画室 広聴担当 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（平成26年９月分）
18,066

政策企画室 広聴担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 総合コールセンター用　電話回線使用料の支出について（９月利用分）
142,673

政策企画室 広聴担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 正面・南玄関案内窓口でのインターネット回線の利用契約にかかる経費の支出について（９月分）
20,520

政策企画室 広聴担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 大阪市役所受付案内業務委託に係る経費の支出について（９月分）
371,956

政策企画室 広聴担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 大阪市総合コールセンター構築及び運営業務に係る経費の支出について（９月分）
12,853,080

政策企画室 東京事務所 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　燃料費 東京事務所事務用資金前渡金（第３四半期）の支出について
14,400

政策企画室 東京事務所 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　通信運搬費 東京事務所事務用資金前渡金（第３四半期）の支出について
333,831

政策企画室 東京事務所 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　手数料 東京事務所産業廃棄物搬出処分料の支出について
25,272

政策企画室 東京事務所 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（都道府県・政令市国土交通省担当者連絡協議会現地研修会）にかかる経費の支出について
50,334

政策企画室 東京事務所 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 東京事務所事務用都内出張等交通旅費（７～８月分）の支出について
15,060

政策企画室 東京事務所 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（東京事務所運営関係・大阪市）命令について
29,320

政策企画室 東京事務所 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（東京事務所運営関係・大阪市）命令について
29,640

政策企画室 東京事務所 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度東京事務所公舎用賃料の支出について（１１月分）
884,000

政策企画室 東京事務所 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　船車賃借料 東京事務所事務用四輪自動車レンタル経費（９月分）の支出について
7,236

政策企画室 東京事務所 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン機器等（東京事務所）一式長期借入契約の経費（９月分）の支出について
22,283

政策企画室 東京事務所 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（東京事務所運営関係・大阪市）にかかる経費の支出について
28,860

政策企画室 東京事務所 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用毎日新聞（７月～９月）購入経費の支出について
12,111

政策企画室 東京事務所 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用事務用品（リサイクルコピーペーパーＡ３他２点）購入経費の支出について
27,600

政策企画室 東京事務所 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 乾式電子複写機による複写（白黒）の単価契約にかかる支出（９月分）について
24,093

政策企画室 東京事務所 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用読売新聞（７月～９月）購入経費の支出について
12,111

政策企画室 東京事務所 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用朝日新聞・東京新聞（７月～９月）購入経費の支出について
22,140

政策企画室 東京事務所 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用日本経済新聞（７月～９月）購入経費の支出について
13,527
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政策企画室 東京事務所 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用産経新聞（７月～９月）購入経費の支出について
9,104

政策企画室 東京事務所 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　光熱水費 東京事務所事務用資金前渡金（東京事務所運営経費・平成26年度第２回目）の支出について
35,429

政策企画室 東京事務所 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　光熱水費 東京事務所事務用資金前渡金（東京事務所運営経費・平成26年度第２回目）の支出について
3,018

政策企画室 東京事務所 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度ファクシミリ賃貸借契約の変更にかかる経費（９月分）の支出について
8,424

政策企画室 東京事務所 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用ネットワーク機器等一式(東京事務所)にかかる経費（９月分）の支出について
13,586

政策企画室 東京事務所 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 情報化用　平成２４年度庁内情報利用パソコン長期借入経費（９月分）の支出について
2,878

政策企画室 東京事務所 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 東京事務所事務用資金前渡金（東京事務所運営経費・平成26年度第２回目）の支出について
2,089,428

健康局 総務課 平成26年10月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　式辞用紙外９点の購入経費の支出について
32,986

健康局 総務課 平成26年10月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪バイオサイエンス研究所運営補助金の支出について（１０～１２月）
42,134,000

健康局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等長期借入（平成24年度契約分）経費の支出について（平成26年9月分）
285,191

健康局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等長期借入（平成25年度契約分）経費の支出について（平成26年9月分）
207,857

健康局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成26年度健康局等職員各種健康診断業務委託料の支出について
559,872

健康局 総務課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成26年度複写電送装置(ファックス機) 長期借入経費の支出について（９月分）
8,100

健康局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　事務参考用朝日新聞の買入（年間購読）経費の支出（７～９月分）について
12,111

健康局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　事務参考用大阪日日新聞の買入（年間購読）経費の支出（７～９月分）について
6,150

健康局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　事務参考用産経新聞の買入（年間購読）経費の支出（７～９月分）について
12,111

健康局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　事務参考用読売新聞の買入（年間購読）経費の支出（７～９月分）について
12,111

健康局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　事務参考用毎日新聞外１点の買入（年間購読）経費の支出（７～９月分）について
25,638

健康局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成26年度視覚障害者用パソコン等機器長期借入経費（９月分）の支出について
38,772

健康局 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　一般事務用コピー代金の支出について（９月分）
122,688

健康局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 平成26年度全国衛生部長会第2回総会への出席及び同経費の支出について
34,560

健康局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 市民病院費 管理費 旅費　普通旅費 病院再編計画における厚生労働省との協議にかかる出張及び同経費の支出について
58,480

健康局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成26年度大阪市職員〔保健師〕採用試験にかかる試験問題等作成業務委託料（単価契約）の支出について
299,322

健康局 経理課 平成26年10月14日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
2,735

健康局 経理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 健康総務事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
147,385

健康局 経理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成２６年度　もと西成保健センター機械警備業務委託料の支出について（９月分）
58,968

健康局 経理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 経理・調達・管財・事務用　市内出張旅費（７月～９月分）の支出について
20,950

健康局 健康施策課 平成26年10月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　食糧費 地域保健医療計画推進事業用　大阪市南部保健医療協議会開催にかかる経費の支出について（10月1日開催分）
3,672

健康局 健康施策課 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種検診事業用　エックス線フィルム自動現像機の修理にかかる支出について（城東区）
51,084

健康局 健康施策課 平成26年10月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 地域保健医療計画推進事業用　大阪市西部保健医療協議会にかかる会議室使用料の支出について（10月10日開催分）
18,000

健康局 健康施策課 平成26年10月08日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 地域保健管理用　平成26年度保健師中央会議出席にかかる出張旅費の支出について（10月20日～21日出張分）
37,600

健康局 健康施策課 平成26年10月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種検診事業用　エックス線フィルム自動現像機の修理にかかる支出について（浪速区）
271,868

健康局 健康施策課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（８月分）
22,182

健康局 健康施策課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（８月分）
3,690

健康局 健康施策課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（８月分）
6,400

健康局 健康施策課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　食糧費 地域保健医療計画推進事業用　大阪市西部保健医療協議会開催にかかる経費の支出について（10月10日開催分）
3,780

健康局 健康施策課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 平成26年度日臨技臨床検査精度管理調査への参加経費の支出について
24,000

健康局 健康施策課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種検診事業用　エックス線フィルム自動現像機の修理経費の支出について（西区）
59,778

健康局 健康施策課 平成26年10月17日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 備品購入費　機械器具費 各種健診事業用　エックス線デジタル画像診断装置の買入経費の支出について
10,260,000

健康局 健康施策課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種検診事業用　エックス線フィルム自動現像機の修理経費の支出について（中央区）
307,162

健康局 健康施策課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　其他委員等旅費 各種事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（９月分）
3,680

健康局 健康施策課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　其他委員等旅費 各種保健事業用　市内出張費（近接地含む）旅費の支出について（９月分）
2,295

健康局 健康施策課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞買入にかかる支出について（平成26年7月～9月）
12,111

健康局 健康施策課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞外１点買入にかかる支出について（平成26年7月～9月）
25,638

健康局 健康施策課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞買入にかかる支出について（平成26年7月～9月）
12,111

健康局 健康施策課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞買入にかかる支出について（平成26年7月～9月）
12,111

健康局 健康施策課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　其他委員等旅費 各種保健事業用　市内出張費（近接地含む）旅費の支出について（９月分）
732

健康局 健康施策課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 地域保健医療計画推進事業用　大阪市保健医療連絡協議会にかかる会議室使用料の支出について（10月29日開催分）
18,000



平成26年度（平成26年10月）　公金支出情報

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

健康局 健康施策課 平成26年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　食糧費 地域保健医療計画推進事業用　大阪市保健医療連絡協議会開催にかかる経費の支出について（10月29日開催分）
3,132

健康局 健康施策課 平成26年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種検診事業用　エックス線撮影装置の修理経費の支出について（東住吉区）
74,520

健康局 健康施策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 平成26年度全国衛生部長会第２回総会への出張旅費の支出について
34,560

健康局 健康施策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　其他委員等旅費 第73回日本公衆衛生学会総会への出張旅費の支出について
57,760

健康局 健康施策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　被服費 各種保健事業用　保健師作業服　女性用上衣外３点買入に係る支出について
565,434

健康局 健康施策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 各種保健事業用　白衣等洗濯経費の支出について(保健衛生検査所外１箇所)(9月分)
4,536

健康局 健康施策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成26年度十三休日急病診療所にかかる不動産賃借料の支出について（平成26年9月分）
135,000

健康局 健康づくり課 平成26年10月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 平成26年度地域・職域連携関係者会議出席にかかる出張旅費の支出について
29,240

健康局 健康づくり課 平成26年10月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
2,605,500

健康局 健康づくり課 平成26年10月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
3,130,110

健康局 健康づくり課 平成26年10月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年６月分）
3,501,863

健康局 健康づくり課 平成26年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 がん検診事業用　長白衣等洗濯代の支出について（８月分）
3,510

健康局 健康づくり課 平成26年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 がん検診事業用　長白衣等洗濯代の支出について（８月分）
6,609

健康局 健康づくり課 平成26年10月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 健康づくり課事務用ふせん外１３点買入にかかる経費の支出について
24,721

健康局 健康づくり課 平成26年10月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 乳がん検診車載装置（パンジー１号）ディーゼルエンジン発電機定期点検業務委託の実施及び同経費の支出について
72,543

健康局 健康づくり課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 がん検診事業用　大阪市乳がん検診専門会議にかかる報償金の支出について
82,295

健康局 健康づくり課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　船車修繕料 がん検診事業用乳がん検診車（パンジー1号）修繕経費の支出について
33,739

健康局 健康づくり課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年７月分）
2,176,200

健康局 健康づくり課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年７月分）
2,532,168

健康局 健康づくり課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年７月分）
2,858,777

健康局 健康づくり課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健師指導事務用「厚生福祉」買入にかかる経費の支出について（平成26年7月～9月分）
13,284

健康局 健康づくり課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　医薬材料費 公衆衛生医学調査研究用血液検査キット買入にかかる経費の支出について
164,160

健康局 健康づくり課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 扶助費　其他扶助金 がん検診推進事業用　償還払い金の支出について（８月分）
3,900

健康局 健康づくり課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 扶助費　其他扶助金 がん検診推進事業用　償還払い金の支出について（８月分）
12,000

健康局 健康づくり課 平成26年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 乳がん・骨量検査事業関係業務　委託料（長期継続契約）の支出について（平成26年9月分）
1,122,120

健康局 健康づくり課 平成26年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 乳がん・骨量検査事業関係業務　委託料（長期継続契約）の支出について（平成26年9月分）
4,914,140

健康局 健康づくり課 平成26年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２６年度乳がん検診（マンモグラフィ）フィルム逓送業務委託経費の支出について（平成２６年８月分）
146,880

健康局 健康づくり課 平成26年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入の経費支出について（平成26年9月分）
12,331

健康局 健康づくり課 平成26年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入の経費支出について（平成26年9月分）
5,489

健康局 健康づくり課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 大阪市歯周疾患検診事業用（歯周疾患検診）委託料の支出について（８月分）
326,749

健康局 健康づくり課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 負担金、補助及交付金　会費 がん検診事業用　マンモグラフィ技術講習会参加にかかる経費の支出について
29,000

健康局 健康づくり課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生涯歯科保健推進事業企画提案事業者選定会議（第１回）にかかる報償金の支出について
13,795

健康局 健康づくり課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生涯歯科保健推進事業企画提案事業者選定会議（第１回）にかかる報償金の支出について
13,895

健康局 健康づくり課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生涯歯科保健推進事業企画提案事業者選定会議（第１回）にかかる報償金の支出について
14,255

健康局 健康づくり課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健栄養指導用栄養関係法規類集追録２３０号・２３１号買入にかかる経費の支出について
17,054

健康局 健康づくり課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 すこやか大阪21・健康づくり出前講座用アルコール体質試験パッチの購入経費の支出について
47,520

健康局 健康づくり課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健栄養指導事業用「臨床栄養」外１点買入にかかる経費の支出について（10月分）
4,945

健康局 健康づくり課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 たばこ対策促進事業用妊婦向け喫煙防止ちらしの印刷経費の支出について
86,130

健康局 健康づくり課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 第２２回日本消化器関連学会週間ＪＤＤＷ２０１４にかかる参加費の支出について
15,000

健康局 健康づくり課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 健康づくり課市内出張交通費の支出について（平成２６年７月分）
33,943

健康局 健康づくり課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診事業用　後納郵便料の支出について（９月分）
7,689

健康局 健康づくり課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成26年9月分）
2,644

健康局 健康づくり課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成26年9月分）
64,087

健康局 健康づくり課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成26年9月分）
1,244

健康局 健康づくり課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
3,330,999

健康局 健康づくり課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成26年9月分）
90,675

健康局 健康づくり課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成26年9月分）
110,341

健康局 健康づくり課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成26年9月分）
44,960



平成26年度（平成26年10月）　公金支出情報

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

健康局 健康づくり課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成26年9月分）
26,626

健康局 健康づくり課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成26年9月分）
5,263

健康局 健康づくり課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成26年9月分）
7,229

健康局 健康づくり課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
314,004

健康局 健康づくり課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２６年度乳がん検診（マンモグラフィ）フィルム逓送業務委託経費の支出について（平成26年9月分）
183,600

健康局 健康づくり課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
21,329,894

健康局 健康づくり課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
2,814,640

健康局 健康づくり課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
9,179,574

健康局 健康づくり課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成26年9月分）
36,370

健康局 健康づくり課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
547,428

健康局 健康づくり課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
10,999,233

健康局 健康づくり課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
402,756

健康局 健康づくり課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成26年9月分）
3,055

健康局 健康づくり課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
13,854,896

健康局 健康づくり課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
9,353,232

健康局 健康づくり課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 第3回施策立案のための実務講習会・第12回すこやかパートナー意見交換会用会場使用料の支出について
18,050

健康局 健康づくり課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 負担金、補助及交付金　会費 第５１回日本糖尿病学会近畿地方会にかかる参加費の支出について
10,000

健康局 健康づくり課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 第３０回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会参加にかかる出張経費の支出について
39,400

健康局 健康づくり課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 がん検診事業用　平成２６年４～６月分市内出張交通費の支出について
83,942

健康局 健康づくり課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　船車修繕料 がん検診事業用胃がん検診車（こすもす１２号）修繕経費の支出について
213,197

健康局 健康づくり課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 がん検診事業用　長白衣等洗濯代の支出について（９月分）
8,942

健康局 健康づくり課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 がん検診事業用　長白衣等洗濯代の支出について（９月分）
7,830

健康局 生活衛生課 平成26年10月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 狂犬病予防事業用　動物管理センター電気料金の支出について（平成２６年８月分）
208,155

健康局 生活衛生課 平成26年10月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 薬務事務事業用　医薬品定量検査にかかる手数料の支出について（依頼先：公衆衛生研究所）
210,000

健康局 生活衛生課 平成26年10月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
72,900

健康局 生活衛生課 平成26年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　ルーペの買入に係る経費の支出について
3,240

健康局 生活衛生課 平成26年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　中央食品衛生検査所　電気・上下水道料金の支出について（８月分）
178,411

健康局 生活衛生課 平成26年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　東部市場食品衛生検査所　電気・上下水道料金の支出について（８月分）
152,772

健康局 生活衛生課 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用インクカートリッジ外７点の買入経費の支出について
5,508

健康局 生活衛生課 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用インクカートリッジ外７点の買入経費の支出について
15,120

健康局 生活衛生課 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生事業用　ガス検知管（一酸化炭素）外１点買入に係る経費の支出について
3,456

健康局 生活衛生課 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用インクカートリッジ外７点の買入経費の支出について
1,134

健康局 生活衛生課 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生事業用　校正ガス外２点買入に係る経費の支出について
40,824

健康局 生活衛生課 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用インクカートリッジ外７点の買入経費の支出について
41,666

健康局 生活衛生課 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 食鳥検査実地研修にかかる宿泊施設の借上にかかる経費の支出について（８月分）
5,650

健康局 生活衛生課 平成26年10月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 食品衛生事業用　食品安全モニターにかかる報告用切手の購入について（第３四半期）
5,494

健康局 生活衛生課 平成26年10月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 報償費　報償金 食品衛生事業用　食品安全モニター交通費の支出について（第３回分）
5,680

健康局 生活衛生課 平成26年10月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用小動物捕獲器の買入経費の支出について
39,528

健康局 生活衛生課 平成26年10月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油分にかかる支出について（平成２６年８月分）
21,363

健康局 生活衛生課 平成26年10月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油分にかかる支出について（平成２６年８月分）
19,374

健康局 生活衛生課 平成26年10月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　動物管理センター一般廃棄物収集・運搬業務委託料の支出について（平成２６年８月分）
5,108

健康局 生活衛生課 平成26年10月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用　動物愛護相談室にかかるコピー代金の支出について（平成２６年８月分）
25,551

健康局 生活衛生課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年８月分）
78,401

健康局 生活衛生課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年８月　南東部生活衛生監視事務所外２件分）
3,537

健康局 生活衛生課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年８月分）
18,753

健康局 生活衛生課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 そ族昆虫防除事業　「ヒトスジシマカ（デング熱媒介蚊）対策セミナー」への出席及び同経費の支出について（平成２６年１０月１４日開催）
28,564

健康局 生活衛生課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用フロストスライドグラス外８点の買入経費の支出について
20,563

健康局 生活衛生課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用フロストスライドグラス外８点の買入経費の支出について
1,139
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健康局 生活衛生課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用シリンジ外２８点の買入経費の支出について
205,977

健康局 生活衛生課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　食品安全モニター事業用手洗い検査用機器購入経費の支出について
8,035

健康局 生活衛生課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用シリンジ外２８点の買入経費の支出について
19,980

健康局 生活衛生課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用フロストスライドグラス外８点の買入経費の支出について
950

健康局 生活衛生課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用シリンジ外２８点の買入経費の支出について
38,016

健康局 生活衛生課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用シリンジ外２８点の買入経費の支出について
136,404

健康局 生活衛生課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用フロストスライドグラス外８点の買入経費の支出について
44,070

健康局 生活衛生課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年８月　南東部生活衛生監視事務所外２件分）
13,241

健康局 生活衛生課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年８月分）
5,744

健康局 生活衛生課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年８月分）
5,667

健康局 生活衛生課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年８月分）
2,924

健康局 生活衛生課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 簡易専用水道及び小規模受水槽衛生対策事業用「飲料水衛生講習会のご案内」はがき　印刷経費の支出について
11,934

健康局 生活衛生課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 簡易専用水道及び小規模受水槽衛生対策事業用「飲料水衛生講習会のご案内」はがき　印刷経費の支出について
25,704

健康局 生活衛生課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用　庁内情報ネットにおける通信サービス経費の支出について（８月分）
27,992

健康局 生活衛生課 平成26年10月14日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 監視事務所監視運営用　複写電送装置５台の長期借入（長期継続契約）経費の支出について（９月分）
30,888

健康局 生活衛生課 平成26年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（８月分）
59,382

健康局 生活衛生課 平成26年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（８月分）
7,284

健康局 生活衛生課 平成26年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 「なにわ100さ6335」１２か月点検継続検査にかかる印紙代手数料、自賠責保険料及び自動車重量税の支出について
1,100

健康局 生活衛生課 平成26年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（８月分）
9,631

健康局 生活衛生課 平成26年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（８月分）
13,559

健康局 生活衛生課 平成26年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　損害保険料 「なにわ100さ6335」１２か月点検継続検査にかかる印紙代手数料、自賠責保険料及び自動車重量税の支出について
24,040

健康局 生活衛生課 平成26年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 食品衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について（９月分）
5,712

健康局 生活衛生課 平成26年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 公課費　公課費 「なにわ100さ6335」１２か月点検継続検査にかかる印紙代手数料、自賠責保険料及び自動車重量税の支出について
16,400

健康局 生活衛生課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 報償費　報償金 医薬品等の適正な使用に関する普及啓発事業用講師報償金の支出について（平成２６年９月２９日実施分）
8,600

健康局 生活衛生課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 「畜産の研究」（平成２６年４月号～１２月号）買入経費の支出について（１０月分）
1,877

健康局 生活衛生課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　食品表示マニュアルの買入に係る経費の支出について
136,080

健康局 生活衛生課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 産業廃棄物処理法令・通達・条例集　近畿編９２号　外３点　買入経費の支出について
12,829

健康局 生活衛生課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 「なにわ100さ3908」タイヤ交換にかかる経費の支出について
36,288

健康局 生活衛生課 平成26年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 薬務事務事業用　薬務台帳管理システム用機器長期借入にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
13,738

健康局 生活衛生課 平成26年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
389,610

健康局 生活衛生課 平成26年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
116,532

健康局 生活衛生課 平成26年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
310,500

健康局 生活衛生課 平成26年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
229,246

健康局 生活衛生課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　特別旅費 乳肉衛生事業用　平成２６年度国立保健医療科学院短期研修「食品衛生監視指導研修」の受講にかかる経費の支出について
52,800

健康局 生活衛生課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　特別旅費 平成26年度全国環境衛生・廃棄物関係課長会・第58回生活と環境全国大会の出席にかかる旅費の支出について（平成26年10月20日(月)～10月23日(木)）
81,644

健康局 生活衛生課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用ＶＴ遺伝子検出キットの買入経費の支出について
179,280

健康局 生活衛生課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 薬務事務事業用「わかりやすい医薬品等取扱法規の手引き　追録」の買入経費の支出について
9,298

健康局 生活衛生課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用くん煙殺虫剤の買入経費の支出について
11,750

健康局 生活衛生課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用オリーブ油外５４点の買入経費の支出について
266,533

健康局 生活衛生課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用１ｍｏｌ／Ｌ水酸化ナトリウム外４２点の買入経費の支出について
61,074

健康局 生活衛生課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用窒素ガス（圧縮）外2点の買入経費の支出について
36,828

健康局 生活衛生課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用窒素ガス（圧縮）外2点の買入経費の支出について
4,104

健康局 生活衛生課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用１ｍｏｌ／Ｌ水酸化ナトリウム外４２点の買入経費の支出について
263,628

健康局 生活衛生課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用オリーブ油外５４点の買入経費の支出について
93,690

健康局 生活衛生課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用オリーブ油外５４点の買入経費の支出について
101,196

健康局 生活衛生課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用オリーブ油外５４点の買入経費の支出について
169,311

健康局 生活衛生課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用１ｍｏｌ／Ｌ水酸化ナトリウム外４２点の買入経費の支出について
28,188

健康局 生活衛生課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
146,610
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健康局 生活衛生課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　会費 食品衛生事業用　近畿食品衛生監視員協議会会費の支出について
48,000

健康局 生活衛生課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　滅菌プラスチックシャーレ（浅型）の買入経費の支出について（９月発注分）
27,540

健康局 生活衛生課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　食品衛生関係法規集追録外１点の買入に係る経費の支出について（８月納品分）
102,556

健康局 生活衛生課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　蒸留水外２点の買入に係る経費の支出について（９月発注分）
12,150

健康局 生活衛生課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について（９月分）
5,565

健康局 生活衛生課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について（９月分）
11,130

健康局 生活衛生課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について（９月分）
5,565

健康局 生活衛生課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
171,180

健康局 生活衛生課 平成26年10月21日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等携帯電話使用料の支出について（９月分）
57,517

健康局 生活衛生課 平成26年10月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等携帯電話使用料の支出について（９月分）
26,613

健康局 生活衛生課 平成26年10月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 生活衛生一般事務用　官報情報検索サービス利用にかかる経費の支出について（平成２６年７月～９月分）
6,480

健康局 生活衛生課 平成26年10月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 小規模事業用小規模受水槽業務システム機器の借入経費の支出について（平成２６年９月分）
42,768

健康局 生活衛生課 平成26年10月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 特定建築物等規制指導事業用　空気環境測定器の長期借入にかかる支出について（平成２６年９月分）
23,100

健康局 生活衛生課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 動物愛護管理事業用　平成２６年度獣医事講習会出席にかかる旅費の支出について（平成２６年１０月２３日開催）
29,240

健康局 生活衛生課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用試買検査検体購入経費の支出について
7,000

健康局 生活衛生課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 追録　廃棄物処理実務便覧（６６５－６６８号）　買入経費の支出について
6,812

健康局 生活衛生課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小規模受水槽衛生対策事業用　窓あき封筒　買入経費の支出について
89,683

健康局 生活衛生課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　備品修繕料 と畜検査事業用　食肉衛生検査所事務所及び所長室内電話機の修繕にかかる経費の支出について
8,100

健康局 生活衛生課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 食品衛生事業用試買検査検体購入経費の支出について
2,000

健康局 生活衛生課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 食品衛生事業用試買検査検体購入経費の支出について
972

健康局 生活衛生課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　動物管理センター庁舎清掃業務委託料の支出について（平成２６年９月分）
54,900

健康局 生活衛生課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　動物管理センター機械警備業務委託料の支出について（平成２６年９月分）
7,668

健康局 生活衛生課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 簡易専用水道規制指導事業用　平成２６年度飲料水衛生管理講習会の実施及の実施にかかる会場使用料の支出について（１０月３０日実施分）
28,250

健康局 生活衛生課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 小規模給水施設啓発指導事業用　平成２６年度飲料水衛生管理講習会の実施にかかる使用料の支出について（平成２６年１０月２９日実施分）
28,250

健康局 生活衛生課 平成26年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 と畜検査事業用　と畜場、食鳥処理場におけるＨＡＣＣＰ導入研修会の出席にかかる経費の支出について
29,240

健康局 生活衛生課 平成26年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 追録　墓地埋葬実務便覧（５２号ー５４号）買入経費の支出について（環境衛生監視課分）
8,703

健康局 生活衛生課 平成26年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 追録　墓地埋葬実務便覧（５２号ー５４号）買入経費の支出について（生活衛生課分）
8,703

健康局 生活衛生課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年８月分）
7,940

健康局 生活衛生課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年８月分）
11,980

健康局 生活衛生課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年８月分）
792

健康局 生活衛生課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年８月分）
984

健康局 生活衛生課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年８月分）
12,400

健康局 生活衛生課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用蒸留水外７点の買入経費の支出について
39,949

健康局 生活衛生課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用薬包紙の買入経費の支出について
604

健康局 生活衛生課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用馬無菌脱繊維血液の買入経費の支出について(9月30日納期分）
13,305

健康局 生活衛生課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用ナイロンパンツ外８点の買入経費の支出について
33,112

健康局 生活衛生課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用蒸留水外７点の買入経費の支出について
99,878

健康局 生活衛生課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用注射針外6点の買入経費の支出について
432

健康局 生活衛生課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用蒸留水外７点の買入経費の支出について
9,407

健康局 生活衛生課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用蒸留水外７点の買入経費の支出について
49,464

健康局 生活衛生課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用アライグマ用捕獲檻の買入経費の支出について
89,424

健康局 生活衛生課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用ナイロンパンツ外８点の買入経費の支出について
6,696

健康局 生活衛生課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用注射針外6点の買入経費の支出について
80,319

健康局 生活衛生課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 有害家庭用品事業用　酢酸アンモニウム外２点買入経費の支出について
15,066

健康局 生活衛生課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 営業指導事業用　レジオネラ BCYEα発育サプリメント買入に係る経費の支出について（９月分）
77,760

健康局 生活衛生課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 営業指導事業用　羊血液寒天培地外１点買入に係る経費の支出について（９月分）
13,629

健康局 生活衛生課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 営業指導事業用　レジオネラＣＹＥ寒天基礎培地買入に係る経費の支出について（９月分）
29,462

健康局 生活衛生課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 営業指導事業用　紙ワイパー買入に係る経費の支出について（９月分）
18,198
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健康局 生活衛生課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用電動のこぎりの買入経費の支出について
20,520

健康局 生活衛生課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 動物愛護管理事業用「犬・ねこを正しく飼う運動」強調月間ポスター外１件の印刷経費の支出について
30,844

健康局 生活衛生課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 動物愛護管理事業用「犬・ねこを正しく飼う運動」強調月間ポスター外１件の印刷経費の支出について
46,656

健康局 生活衛生課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 「なにわ800さ2225」の法定１２か月点検にかかる経費の支出について
14,040

健康局 生活衛生課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　飼料費 動物愛護管理事業用カメ用飼料外３点の買入経費の支出について
29,030

健康局 生活衛生課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　飼料費 動物愛護管理事業用カメ用飼料外３点の買入経費の支出について
35,424

健康局 生活衛生課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２６年度　乳肉衛生事業用　中央卸売市場食品衛生検査所清掃業務の実施にかかる経費の支出について（９月分）
9,990

健康局 生活衛生課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　動物管理センター一般廃棄物収集・運搬業務委託料の支出について（平成２６年９月分）
4,331

健康局 生活衛生課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　収去検査にかかる宿泊施設の借上の実施にかかる経費の支出について（９月分）
6,264

健康局 生活衛生課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　分担金 乳肉衛生事業用　中央卸売市場業務管理棟にかかる共益費の支出について（１０月分）
599,903

健康局 生活衛生課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　会費 「ヒトスジシマカ（デング熱媒介蚊）対策セミナー」の参加にかかる受講料（会費）の支出について（平成２６年１０月１４日開催分）
3,240

健康局 生活衛生課 平成26年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 平成２６年度全国食肉衛生検査所協議会近畿ブロック会議及び技術研修会の出席にかかる経費の支出について
4,700

健康局 生活衛生課 平成26年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 平成26年度近畿ブロック浄化槽行政担当者会議にかかる経費の支出について（平成２６年１０月２９日開催）
2,280

健康局 生活衛生課 平成26年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　塩化ナトリウム外９点の買入に係る経費の支出について（９月発注分）
114,588

健康局 生活衛生課 平成26年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２６年度全国食肉衛生検査所協議会近畿ブロック会議および技術研修会にかかる参加分担金(資料代）の支出について
4,000

健康局 生活衛生課 平成26年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　日本農林規格品質表示基準・食品編追録の買入に係る経費の支出について（９月納品分）
7,473

健康局 生活衛生課 平成26年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 そ族昆虫防除事業用　平成２６年度公共発生源への薬剤散布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
161,706

健康局 生活衛生課 平成26年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 と畜検査事業用　食肉衛生検査所庁舎清掃業務委託の実施にかかる経費の支出について（９月分）
71,550

健康局 生活衛生課 平成26年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
400,410

健康局 生活衛生課 平成26年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　シリーズ食の安全　安全な食品の加工・製造のためのチェックガイド追録　外１点　買入にかかる経費の支出について
22,680

健康局 生活衛生課 平成26年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　簡易検査用ＴＧＳＥ培地買入経費の支出について（９月発注分）
96,120

健康局 生活衛生課 平成26年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　コピー代金の支出について（平成２６年８月分）
7,744

健康局 生活衛生課 平成26年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用食品衛生関係法規集追録外１点の買入経費の支出について
50,716

健康局 生活衛生課 平成26年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　コピー代金の支出について（平成２６年８月分）
14,991

健康局 生活衛生課 平成26年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　簡易検査用ＸＭ－Ｇ培地買入経費の支出について（９月発注分）
96,120

健康局 生活衛生課 平成26年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　コピー代金の支出について（平成２６年８月分）
28,471

健康局 生活衛生課 平成26年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用採材用シリンダーの買入経費の支出について
6,480

健康局 生活衛生課 平成26年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用牛海綿状脳症診断用キットの買入経費の支出について
183,600

健康局 生活衛生課 平成26年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　中央食品衛生検査所　電気・上下水道料金の支出について（９月分）
161,782

健康局 生活衛生課 平成26年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　犬・ねこ・その他動物屍体の収集・運搬、処理業務委託料の支出について（平成２６年９月分）
224,726

健康局 生活衛生課 平成26年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　食鳥検査にかかる宿泊施設借上の実施にかかる経費の支出について（９月分）
119,841

健康局 生活衛生課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　ＥＭＢ寒天培地外１点の買入に係る経費の支出について（９月発注分）
8,769

健康局 生活衛生課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２６年度「設備と管理」外３点　買入にかかる経費の支出について（１０月分）
8,226

健康局 生活衛生課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２６年度「設備と管理」外３点　買入にかかる経費の支出について（１０月分）
1,393

健康局 生活衛生課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（動物管理センター９月分）の支出について
3,672

健康局 生活衛生課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（動物管理センター９月分）の支出について
788

健康局 生活衛生課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２６年度「設備と管理」外３点　買入にかかる経費の支出について（１０月分）
1,461

健康局 生活衛生課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（動物管理センター９月分）の支出について
4,390

健康局 生活衛生課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（食肉衛生検査所９月分）の支出について
6,537

健康局 生活衛生課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 狂犬病予防事業用等　ETC利用高速道路通行料の支出について（８月分）
720

健康局 生活衛生課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（動物管理センター９月分）の支出について
850

健康局 生活衛生課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 狂犬病予防事業用等　ETC利用高速道路通行料の支出について（８月分）
20,070

健康局 生活衛生課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
119,880

健康局 生活衛生課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用シリカゲル外３２点の買入経費の支出について
28,361

健康局 生活衛生課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 有害家庭用品事業用　チェック付ポリ袋外２点買入経費の支出について
22,534

健康局 生活衛生課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用シリカゲル外３２点の買入経費の支出について
93,398

健康局 生活衛生課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 有害家庭用品事業用　二トリル手袋Ｓ外３点買入経費の支出について
47,822

健康局 生活衛生課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用シリカゲル外３２点の買入経費の支出について
2,916
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健康局 生活衛生課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 狂犬病予防事業用液化炭酸ガスの買入経費の支出について（10月3日納期分）
14,580

健康局 生活衛生課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用ＨＰＬＣ用カラムの買入経費の支出について
194,400

健康局 生活衛生課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用フロストスライドグラス外６点の買入経費の支出について
6,647

健康局 生活衛生課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用ヘリウムガス（圧縮）の買入経費の支出について
24,840

健康局 生活衛生課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用フロストスライドグラス外６点の買入経費の支出について
14,720

健康局 生活衛生課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用シリカゲル外３２点の買入経費の支出について
202,673

健康局 生活衛生課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用フロストスライドグラス外６点の買入経費の支出について
44,518

健康局 生活衛生課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油分にかかる支出について（平成２６年９月分）
33,697

健康局 生活衛生課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油分にかかる支出について（平成２６年９月分）
19,470

健康局 生活衛生課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　東部市場食品衛生検査所　電気・上下水道料金の支出について（９月分）
155,274

健康局 生活衛生課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 狂犬病予防事業用　動物管理センター電気料金の支出について（平成２６年９月分）
178,173

健康局 生活衛生課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 と畜検査事業用　電話回線使用料の支出について（食肉衛生検査所　平成２６年９月分）
2,576

健康局 生活衛生課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用　庁内情報ネットにおける通信サービス経費の支出について（９月分）
27,992

健康局 生活衛生課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 狂犬病予防事業用麻薬取扱免許申請（２名分）に係る手数料の支出について
7,800

健康局 生活衛生課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　動物管理センター緑化部分維持管理業務委託料の支出について
270,000

健康局 こころの健康センター 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 措置入院者等実地面接にかかる報酬の支出について（８月６日開催分）
49,780

健康局 こころの健康センター 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業用　精神障がい者ピアサポーター育成講座講師謝礼の支出について（9月1日、8日、18日分）
35,560

健康局 こころの健康センター 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 措置入院者等実地面接にかかる報酬の支出について（８月６日開催分）
1,790

健康局 こころの健康センター 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神医療事業用　搬送服の買入代金の支出について
54,000

健康局 こころの健康センター 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　障害者関係施策ガイドブック追録（66号）の買入代金の支出について
5,832

健康局 こころの健康センター 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　コピー代金及び関連消耗品代の支出について（８月分）
20,956

健康局 こころの健康センター 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 精神保健事業用　こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（８月分）
30,247

健康局 こころの健康センター 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 精神保健事業用　こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（８月分）
295,974

健康局 こころの健康センター 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用　庁内情報ネットワークにかかる回線使用料等の支出について（８月分）
6,998

健康局 こころの健康センター 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業用　飲酒と健康を考える会にかかる講師謝礼金の支出について（9月26日分）
12,280

健康局 こころの健康センター 平成26年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（８月提供分）
107,266

健康局 こころの健康センター 平成26年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（８月提供分）
1,835

健康局 こころの健康センター 平成26年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（８月提供分）
318

健康局 こころの健康センター 平成26年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 総合福祉システム（福祉五法）出力帳票等封入封緘業務（概算契約）委託経費の支出について（９月分）
209,714

健康局 こころの健康センター 平成26年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（８月提供分）
387,507

健康局 こころの健康センター 平成26年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保（後期高齢）・１０月審査分（概算））
1,872,123

健康局 こころの健康センター 平成26年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 措置入院事業用（９月審査分・国保）入院費の支出について
850,631

健康局 こころの健康センター 平成26年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保・１０月審査分（概算））
102,434,946

健康局 こころの健康センター 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成２６年度精神保健福祉関係職員現任研修にかかる講師謝礼金の支出について
122,000

健康局 こころの健康センター 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業用　平成26年度再乱用防止対策講習会の受講及び同経費の支出について
2,640

健康局 こころの健康センター 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　厚生福祉（平成２６年４月～平成２７年３月）買入代金の支出について（２６年７月～９月分）
13,284

健康局 こころの健康センター 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業用　平成26年度薬物中毒対策連絡会議への出席及び同経費の支出について
2,420

健康局 こころの健康センター 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（９月審査分・国保）支払事務委託料の支出について
882

健康局 こころの健康センター 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（８月審査分・社保）レセプト電子データ提供委託料の支出について
129,680

健康局 こころの健康センター 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（９月審査分・後期高齢）支払事務委託料の支出について
69,776

健康局 こころの健康センター 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（８月審査分・社保）レセプト電子データ提供委託料の支出について
600

健康局 こころの健康センター 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（９月審査分・社保）支払事務委託料の支出について
3,634,400

健康局 こころの健康センター 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（９月審査分・社保）支払事務委託料の支出について
3,119

健康局 こころの健康センター 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（９月審査分・国保）支払事務委託料の支出について
2,617,678

健康局 こころの健康センター 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 精神障がい者措置入院費の支出について（社保・１０月審査分（概算））
7,797,000

健康局 こころの健康センター 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（社保・１０月審査分（概算））
576,386,000

健康局 こころの健康センター 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（９月審査分・介護）支払事務委託料の支出について
2,945

健康局 こころの健康センター 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療（精神通院）（９月審査分・介護）医療費の支出について
155,384
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健康局 こころの健康センター 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療審査会委員報酬の支出について（合議体・8月21日開催分）
64,020

健康局 こころの健康センター 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 大阪市自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査委員会委員報酬等（９月分）の支出について
144,045

健康局 こころの健康センター 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神福祉事業用　精神障がい者ピアサポーター育成講座講師謝礼の支出について
15,320

健康局 こころの健康センター 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 大阪市自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査委員会委員報酬等（９月分）の支出について
5,340

健康局 こころの健康センター 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療審査会委員報酬の支出について（合議体・8月21日開催分）
1,500

健康局 こころの健康センター 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　精神保健福祉関係例規集追録（206-207号）買入代金の支出について
15,300

健康局 こころの健康センター 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神医療事業用　精神科一次救急医療体制整備事業委託経費の支出について（第３四半期分）
7,069,625

健康局 こころの健康センター 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神保健事業用　大阪市都島センタービル清掃業務委託経費の支出について（９月分）
41,407

健康局 こころの健康センター 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 精神保健事業用　こころの健康センター複写電送装置の借入代金の支出について（９月分）
6,300

健康局 こころの健康センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　其他委員等旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（７月分）
360

健康局 こころの健康センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　其他委員等旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（６月分）
1,460

健康局 こころの健康センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（６月分）
4,610

健康局 こころの健康センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（６月分）
5,100

健康局 こころの健康センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（６月分）
3,720

健康局 こころの健康センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 障害保健福祉関係主管課長会議への出席及び同経費の支出について
28,840

健康局 こころの健康センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（７月分）
4,040

健康局 こころの健康センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（７月分）
7,560

健康局 こころの健康センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（７月分）
29,760

健康局 こころの健康センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（７月分）
840

健康局 こころの健康センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（６月分）
4,630

健康局 こころの健康センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（７月分）
2,300

健康局 こころの健康センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（６月分）
1,940

健康局 こころの健康センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業用　第５回自殺予防のための自傷行為とパーソナリティ障害の理解と対応研修の受講及び同経費の支出について
35,770

健康局 こころの健康センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（７月分）
1,500

健康局 こころの健康センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（６月分）
660

健康局 こころの健康センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成２６年度全国精神保健福祉センター長会会議及び第５０回全国精神保健福祉センター研究協議会への出席及び同経費の支出について
83,720

健康局 こころの健康センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（６月分）
35,470

健康局 こころの健康センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（７月分）
4,400

健康局 こころの健康センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 第５０回全国精神保健福祉センター研究協議会への参加にかかる資料代の支出について
4,000

健康局 こころの健康センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（９月分）
22,309

健康局 こころの健康センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（９月分）
240

健康局 こころの健康センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（９月分）
800

健康局 こころの健康センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（９月分）
9,212

健康局 こころの健康センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（９月分）
245,903

健康局 こころの健康センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用　こころの健康センター専用回線電話料金の支出について（９月分）
10,299

健康局 こころの健康センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（９月分）
8,270

健康局 こころの健康センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神保健事業用　大阪市都島センタービルの建物・設備の管理及び保守並びに保安・警備に関する業務委託経費の支出について（９月分）
207,444

健康局 こころの健康センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院医療）受給者別一覧表電子媒体提供料の支出について（国保・９月審査分）
3,000

健康局 こころの健康センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 精神医療事業用　ＪＣＢカード（ＥＴＣ）利用代金の支出について（９月締分）
2,260

健康局 保健所管理課 平成26年10月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　8月分）の支出について
1,728

健康局 保健所管理課 平成26年10月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（保健衛生検査所　8月分）の支出について
13,065

健康局 保健所管理課 平成26年10月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（放射線技術検査所　8月分）の支出について
15,817

健康局 保健所管理課 平成26年10月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　8月分）の支出について
10,497

健康局 保健所管理課 平成26年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年８月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪府立急性期・総合医療センター分）
40,273

健康局 保健所管理課 平成26年10月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　8月分）の支出について
1,771

健康局 保健所管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　放射線技術検査所市内出張交通費の支出について（８月分）
82,433

健康局 保健所管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年8月分）
480

健康局 保健所管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成26年度小児慢性特定疾患児等療養相談会の実施に係る講師謝礼金の支出について（８月２３日、９月１６日実施）
28,500
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健康局 保健所管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年8月分）
480

健康局 保健所管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年8月分）
480

健康局 保健所管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年8月分）
846

健康局 保健所管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年8月分）
776

健康局 保健所管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市小児慢性特定疾患児等ピアカウンセリング事業委託料の支出について(第３四半期分)
522,275

健康局 保健所管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 難病患者療養相談会の実施にかかる物品搬送用公用車の駐車場使用料について（10月4日、西区分）
2,000

健康局 保健所管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年8月分）
792

健康局 保健所管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年8月分）
480

健康局 保健所管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年8月分）
1,820

健康局 保健所管理課 平成26年10月08日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 施設管理用船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所8月分）
6,440

健康局 保健所管理課 平成26年10月08日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 施設管理用船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所8月分）
71,050

健康局 保健所管理課 平成26年10月08日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 施設管理用船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所8月分）
4,439

健康局 保健所管理課 平成26年10月08日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　分担金 施設管理用船場センタービル管理費の支出について（保健衛生検査所　10月分）
531,832

健康局 保健所管理課 平成26年10月08日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　分担金 施設管理用船場センタービル修繕積立金の支出について（保健衛生検査所　10月分）
62,081

健康局 保健所管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 カラー用紙・サテリオインキ（特定疾患医療受給者証交付申請にかかる案内等印刷用）の買入にかかる経費の支出について
72,736

健康局 保健所管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 カラー用紙・サテリオインキ（特定疾患医療受給者証交付申請にかかる案内等印刷用）の買入にかかる経費の支出について
8,633

健康局 保健所管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 インフルエンザ申請書類送付用封筒外1点購入経費の支出について
68,666

健康局 保健所管理課 平成26年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償費の支出について　（１０月支払分）
71,734,196

健康局 保健所管理課 平成26年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用障害補償費の支出について　１０月分（その１）
650,088,280

健康局 保健所管理課 平成26年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用障害補償費の支出について　１０月分（その２）
388,420

健康局 保健所管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用診療報酬の支出について（９月再支出分）
162,790

健康局 保健所管理課 平成26年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（国保　平成26年10月分）（8月診療分確定払い）
2,842,744

健康局 保健所管理課 平成26年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（国保　平成26年10月分）（8月診療分　確定払い）
564,520

健康局 保健所管理課 平成26年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾患対策事業用医療費の支出について（平成26年9月診療分　国保連）（10月審査分　概算払い）
12,150,699

健康局 保健所管理課 平成26年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年９月分健康診査事業に係るパソコン借入経費の支出について
6,804

健康局 保健所管理課 平成26年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について（平成26年10月支払国保分）
241,483

健康局 保健所管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 地域保健職員研修用　第46回日本小児感染症学会総会・学術集会への出張及び同経費の支出について
37,600

健康局 保健所管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 地域保健職員研修用　第46回日本小児感染症学会総会・学術集会参加費の支出について
10,000

健康局 保健所管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 公害健康被害補償事業用公害健康被害認定審査会委員報酬の支出について（９月分）
435,045

健康局 保健所管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 公害健康被害補償事業用公害診療報酬審査会議委員報酬の支出について（９月分）
170,235

健康局 保健所管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 公害健康被害補償事業用公害診療報酬審査会議委員報酬の支出について（９月分）
5,320

健康局 保健所管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 公害健康被害補償事業用公害健康被害認定審査会委員報酬の支出について（９月分）
12,680

健康局 保健所管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金（大阪市公害健康被害補償事業用９月分）の支出について
681

健康局 保健所管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 インフルエンザ予防接種自己負担金助成事業に係るデータ抽出及び各種帳票作成業務委託料の支出について
525,086

健康局 保健所管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 難病患者療養相談会の実施にかかる従事医師報償金の支出について（神経筋）
149,340

健康局 保健所管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療事業用医療費支払審査委託料の支出について（国保　平成26年9月審査分）
4,312

健康局 保健所管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成26年7月診療・平成26年9月作成分）
1,112

健康局 保健所管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾患対策事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成26年9月審査分　社保基金）
125,526

健康局 保健所管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成26年7月診療・平成26年9月作成分）
106

健康局 保健所管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾患用公費負担医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成26年9月作成分）
6,808

健康局 保健所管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成26年8月診療分　社保基金）
6,731

健康局 保健所管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾患対策事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成26年9月審査分　国保連）
66,836

健康局 保健所管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 こども難病医療費助成事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成26年9月審査分　社保基金）
441

健康局 保健所管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成26年8月診療分　社保基金）
10,052

健康局 保健所管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（国保　平成26年9月審査分）
2,842

健康局 保健所管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾患対策事業用医療費の支出について（平成26年9月診療分　社保基金）（10月審査分　概算払い）
41,634,000

健康局 保健所管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 こども難病医療費助成事業用医療費の支出について（平成26年8月診療分　社保基金）（9月審査分　確定払い）
6,798

健康局 保健所管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（平成26年10月分 社保基金）（9月診療分 概算払い）
10,725,000
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健康局 保健所管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（平成26年9月社保基金）（追給分）
392,747

健康局 保健所管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（平成26年10月分 社保基金）（9月診療分 概算払い）
2,383,253

健康局 保健所管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費の審査支払事務委託料の支出について（平成26年9月社保基金審査分）
45,797

健康局 保健所管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成26年9月社保基金提供分）
2,246

健康局 保健所管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費の審査支払事務委託料の支出について（平成26年9月国保審査分）
7,304

健康局 保健所管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について（平成26年10月支払社保基金分）
1,281,814

健康局 保健所管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般業務用　ファクシミリ借入経費の支出について（管理課外４件分）（9月分）
6,510

健康局 保健所管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般業務用　ファクシミリ借入経費の支出について（管理課外４件分）（9月分）
26,040

健康局 保健所管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾患用医療費の支出について(平成26年9月8日請求分)
3,190

健康局 保健所管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 判断困難事例調査研究班会議の開催にかかる管外出張旅費の支出について（東京都港区）
28,280

健康局 保健所管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　手数料 公害健康被害補償事業用遺族補償一時金及び葬祭料、並びに海外送金にかかる手数料の支出について
7,500

健康局 保健所管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償一時金及び葬祭料、並びに海外送金にかかる手数料の支出について
1,499,800

健康局 保健所管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（管理）市内出張交通費の支出について（９月分）
15,346

健康局 保健所管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健衛生検査所市内出張交通費の支出について（９月分）
47,444

健康局 保健所管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　医師市内出張交通費の支出について（９月分）
54,290

健康局 保健所管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 庁舎管理用　放射線技術検査所にかかる機械警備経費の支出について（平成26年7月～9月分）
51,192

健康局 保健所管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 外食栄養管理推進事業用市内出張交通費（事後指導）（平成２６年９月分）の支出について
1,530

健康局 保健所管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 地域リーダー養成（健康講座保健栄養コース用）市内出張交通費(９月分）の支出について
1,660

健康局 保健所管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 特定給食施設巡回指導等用市内出張交通費（平成２６年９月分）の支出について
21,648

健康局 保健所管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成26年度特定給食講演会周知用ハガキ及び切手の購入経費の支出について
66,830

健康局 保健所管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 難病患者療養相談会の実施にかかる理学療法士報償金の支出について（９月４日・９月５日・９月１９日開催分）
24,480

健康局 保健所管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 地域保健関係事業用　第35回日本食品微生物学会学術総会への出席にかかる出張経費の支出について（9月18日～19日分）
1,320

健康局 保健所管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　特別旅費 平成26年度特定疾患医療従事者研修(保健師等研修)への出張にかかる経費の支出について
38,140

健康局 保健所管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 先天性代謝異常等検査業務にかかる委託料の支出について（平成26年9月分）
2,484,950

健康局 保健所管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 小児慢性特定疾患用母子保健医療費公費負担システム用機器に係る賃借料の支出について（平成26年度契約済みの長期継続契約分）（平成26年9月分）
22,680

健康局 保健所管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外２点の買入にかかる経費支出について（石綿健康リスク調査事業用）
19,448

健康局 保健所管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　損害保険料 平成２６年度親と子の健康回復教室事業に係る保険料の支出について
3,550

健康局 保健所管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市健康回復キャンプ事業（野外活動指導等業務）業務委託料の支出について
937,912

健康局 保健所管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度親と子の健康回復教室に係る施設使用料の支出について
16,200

健康局 保健所管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 保健所一般業務用公用車ＨＶリサイクルバッテリー（タイプＢ）取替にかかる経費の支出について（トヨタ　エスティマ）
203,904

健康局 保健所管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域リーダー養成（健康講座保健栄養コース）用講師報償金(９月分)の支出について
480,240

健康局 保健所管理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年１１月分　庁舎管理用　不動産賃借料（１１０１－２号室を除く）の支出について
4,557,013

健康局 保健所管理課 平成26年10月27日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年１１月分　庁舎管理用　１１０１－２号室にかかる不動産賃借料の支出について
321,358

健康局 保健所管理課 平成26年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成２６年９月分アトピー相談医師報償金の支出について
74,670

健康局 保健所管理課 平成26年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 平成２６年９月分健康診査事業用市内出張交通費の支出について
5,707

健康局 保健所管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 保健所管理運営用　揮発油レギュラー注油券料金の支出について（９月分）
40,090

健康局 保健所管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成２６年度東海・北陸・近畿ブロック母子保健主管課長会議への出張及び同経費の支出について
9,000

健康局 保健所管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 平成26年度公衆衛生医学調査研究活動用にかかる図書買入経費の支出について
8,424

健康局 保健所管理課 平成26年10月29日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用　保健所管理費及び修繕積立金の支出について（１１月分）
1,485,364

健康局 保健所管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 業務参考用　平成２６年度毎日新聞購読料の支出について（放射線技術検査所分）（平成26年7月～9月分）
12,111

健康局 保健所管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 業務参考用　平成２６年度読売新聞購読料の支出について（保健衛生検査所）（平成26年7月～9月分）
12,111

健康局 保健所管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 業務参考用　平成２６年度産経新聞購読料の支出について（保健所）（平成26年7月～9月分）
12,111

健康局 保健所管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 業務参考用　平成２６年度朝日新聞購読料の支出について（保健所）（平成26年7月～9月分）
12,111

健康局 保健所管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 業務参考用　平成２６年度読売新聞購読料の支出について（保健所）（平成26年7月～9月分）
12,111

健康局 保健所管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 業務参考用　平成２６年度毎日新聞・日本経済新聞購読料の支出について（保健所）（平成26年7月～9月分）
25,638

健康局 保健所管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 保健所庁舎管理用電気料金（9月分）の支出について
167,345

健康局 保健所管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 保健所庁舎管理用電気料金（9月分）の支出について
256,927

健康局 保健所管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 環境保健サーベイランス調査業務（３歳児）用謝礼品（子供用ハブラシ）購入経費の支出について
589,248
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健康局 保健所管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の着払後納郵便料金の支出について（９月分）
4,920

健康局 保健所管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（９月分）
10,688

健康局 保健所管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（９月分）
5,084

健康局 保健所管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（９月分）
221,051

健康局 保健所管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　手数料 公害健康被害補償事業用療養費、療養手当、障害補償費及び手数料の支出について（１０月支払分）
7,500

健康局 保健所管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用療養費、療養手当、障害補償費及び手数料の支出について（１０月支払分）
72,530

健康局 保健所管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用葬祭料の支出について　（１０月分）
603,580

健康局 保健所管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用未支給の補償給付の支出について　（１０月支払分）
1,031,680

健康局 保健所管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用療養費、療養手当、障害補償費及び手数料の支出について（１０月支払分）
139,320

健康局 保健所管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償一時金の支出について　（１０月分）
4,166,100

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　9月分）の支出について
1,728

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　第71回全国保健所長会総会の参加及び同経費の支出について
34,260

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（９月分）の支出について
166,175

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（審査給付　9月分）の支出について
82,788

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（放射線技術検査所　9月分）の支出について
17,689

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（保健衛生検査所　9月分）の支出について
11,854

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（審査給付　8月分）の支出について
37,351

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　9月分）の支出について
10,497

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　会費 保健所管理運営用　第71回全国保健所長会総会の参加費の支出について
5,000

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年９月分）
390

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年９月分）
907

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年９月分）
164

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２６年度食生活習慣改善指導業務委託（概算契約）に係る委託料の支出について（９月分）
623,743

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年９月分）
343

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年９月分）
53,927

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年９月分）
830

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年９月分）
1,095,366

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年９月分）
1,388

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年９月分）
82

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年９月分）
6,593

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年９月分）
134,747

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾患用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写磁気媒体の作成業務委託料の支出について（平成26年10月作成分）
3,000

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写磁気媒体の作成業務委託料の支出について（平成26年10月作成分）
3,000

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 小児慢性特定疾患用母子保健医療費公費負担システム用ソフトウェアに係る賃借料の支出について（平成26年度契約済みの長期継続契約分）（平成26年8～9月分)
200,880

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 難病患者療養相談会の実施にかかる物品搬送用公用車の駐車場使用料について（11月1日、北区民センター開催分）
3,600

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年９月分）
88,425

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年９月分）
671,159

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年９月分）
164

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年９月分）
164

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年９月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪府立急性期・総合医療センター分）
13,424

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 公害健康被害補償事業用公害文書料・医学的検査料の支出について（８・９月分）その１
11,063,019

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 インフルエンザ予防接種自己負担費用助成事業に係る封入封緘業務委託経費の支出について（概算）
60,451

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成26年度公害健康被害の補償等に関する法律事務にかかる電子計算処理業務委託料の支出について（８月分９月分）
7,233,840

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 公害健康被害補償事業用公害文書料・医学的検査料の支出について（８・９月分）その２
42,902

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年９月分アレルギー予防教室血液検査料用委託料の支出について（住吉市民病院分）
13,424

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について（平成26年10月分）
21,970

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用療養手当の支出について　１０月支払分（その２）
297,800

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用診療報酬の支出について（１０月支払決定分）その１
249,372,001
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健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用診療報酬の支出について（１０月支払決定分）その２
10,719,020

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用診療報酬の支出について（９月再支出分）
19,820

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用療養手当の支出について　１０月支払分（その１）
83,309,800

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度自立支援医療（府費負担金）の受入超過にかかる返還金の支出について
402,533

健康局 保健所管理課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　9月分）の支出について
1,771

健康局 保健医療対策課 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 受療行動調査事業用　油性ボールペン買入経費の支出について
505,440

健康局 保健医療対策課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 医療指導事業用わかりやすい医薬品等取扱法規の手引（追録６３・６４号）買入経費の支出について
8,073

健康局 保健医療対策課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 厚生統計調査用トナーカートリッジ買入にかかる経費の支出について
22,140

健康局 保健医療対策課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 厚生統計調査用デジタル印刷機インキ外1点買入にかかる経費の支出について
49,982

健康局 保健医療対策課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　医薬材料費 医療指導事業用検査試薬（ニッスイＬ－トライロールＥＸ　外２点）の購入経費の支出について
39,636

健康局 保健医療対策課 平成26年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用端末機器等長期借入所要経費の支出について(9月分)
346,915

健康局 保健医療対策課 平成26年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用サーバー機器等長期借入経費の支出について(9月分)
566,700

健康局 保健医療対策課 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用サーバー機器等長期借入経費の支出について(9月分)
100,006

健康局 保健医療対策課 平成26年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用端末機器等長期借入所要経費の支出について(9月分)
61,220

健康局 保健医療対策課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 医療指導事業用わかりやすい医薬品等取扱法規の手引（追録６５・６６号）買入経費の支出について
9,298

健康局 保健医療対策課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療指導事業用市内出張交通費の支出について（平成２６年８月分）
68,160

健康局 保健医療対策課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療法人設立認可等事業用市内出張旅費の支出について（平成２６年８月分）
1,872

健康局 保健医療対策課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成２６年度全国保健統計協議会総会への出席にかかる経費の支出について
36,240

健康局 保健医療対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 受療行動調査用料金後納郵便料金の支出について（平成26年9月分）
3,280

健康局 保健医療対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可等業務・保健衛生情報調査研究事業・保健衛生情報調査研究事業（公衆衛生医学調査研究）用後納郵便料の支出について（９月分）
164

健康局 保健医療対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可等業務・保健衛生情報調査研究事業・保健衛生情報調査研究事業（公衆衛生医学調査研究）用後納郵便料の支出について（９月分）
6,580

健康局 保健医療対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療施設静態調査用料金後納郵便料金の支出について（平成26年9月分）
785,426

健康局 保健医療対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可等業務・保健衛生情報調査研究事業・保健衛生情報調査研究事業（公衆衛生医学調査研究）用後納郵便料の支出について（９月分）
164

健康局 感染症対策課 平成26年10月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 平成２６年度　結核研究所保健師・対策推進コースにかかる資料代の支出について
21,600

健康局 感染症対策課 平成26年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 結核事業用公用車燃料費の支払いについて（８月分）
30,332

健康局 感染症対策課 平成26年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 結核事業用公用車燃料費の支払いについて（８月分）
9,458

健康局 感染症対策課 平成26年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　医薬材料費 被爆者検診事業実施用　医薬材料（真空採血管外１点）買入経費の支出について
19,958

健康局 感染症対策課 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　特別旅費 平成26年度感染症集団発生対策研修への参加に係る経費の支出について
40,160

健康局 感染症対策課 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　船車修繕料 一類感染症患者等移送車定期整備（法定6ヵ月点検）にかかる経費の支出について
4,320

健康局 感染症対策課 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　船車修繕料 結核定期健康診断事業用検診車定期整備（法定６か月点検）の実施及び同経費の支出について（１回目）
6,480

健康局 感染症対策課 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　船車修繕料 結核定期健康診断事業用検診車定期整備（法定３か月点検）の実施及び同経費の支出について（２回目）
9,720

健康局 感染症対策課 平成26年10月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 風しん抗体検査事業用　小試験管代金の支出について（9月5日発注分）
16,200

健康局 感染症対策課 平成26年10月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症発生動向調査用ファクシミリ借入代金の支出について（長期契約）（26年8月分）
7,875

健康局 感染症対策課 平成26年10月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№２６～２７・変更）
24,622

健康局 感染症対策課 平成26年10月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物収集・運搬業務及び処分業務委託（処分）にかかる経費の支出について（８月分）
24,786

健康局 感染症対策課 平成26年10月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物収集・運搬業務及び処分業務委託（収集・運搬）にかかる経費の支出について（８月分）
14,094

健康局 感染症対策課 平成26年10月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№３７・組戻分）
28,398

健康局 感染症対策課 平成26年10月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　医薬材料費 被爆者検診事業実施用　医薬材料（真空採血管）買入経費の支出について
4,428

健康局 感染症対策課 平成26年10月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「Ｋ－８”ニチビー”外１点」の購入にかかる経費の支出について
18,964

健康局 感染症対策課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診事業用「水縁磨スライドグラス　外９点」の買入にかかる経費の支出について
94,500

健康局 感染症対策課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№６３～６４・変更）
9,203

健康局 感染症対策課 平成26年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核登録者情報システム用端末機器賃借料の支出について（平成26年9月分）
5,832

健康局 感染症対策課 平成26年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核登録者情報システム用サーバ機器賃借料の支出について（平成26年9月分）
15,099

健康局 感染症対策課 平成26年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　医薬材料費 被爆者検診事業実施用　医薬材料（真空採血管（血糖検査用））買入経費の支出について
8,899

健康局 感染症対策課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核管理健診・接触者健診事業用委託料の支出について（７月分）
271,131

健康局 感染症対策課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核管理健診・接触者健診事業用委託料の支出について（７月分）
30,594

健康局 感染症対策課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核定期病状調査事業用委託料の支出について（７月分）
24,000

健康局 感染症対策課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症診査協議会用放射線画像管理システム機器賃借料の支出について（９月分）
24,360
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健康局 感染症対策課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№１０７）
26,353

健康局 感染症対策課 平成26年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「消毒用エタノール」の購入にかかる経費の支出について
25,920

健康局 感染症対策課 平成26年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいDOTS（訪問型服薬支援）事業の委託契約にかかる支出について（８月分）
2,766,849

健康局 感染症対策課 平成26年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（１０月概算分）後期高齢
163,150

健康局 感染症対策課 平成26年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（１０月概算分）後期高齢
2,228,641

健康局 感染症対策課 平成26年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（１０月概算分）国保一般
468,725

健康局 感染症対策課 平成26年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（１０月概算分）国保一般
3,591,275

健康局 感染症対策課 平成26年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（９月追給分）国保一般
476,099

健康局 感染症対策課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（大阪市保健所感染症対策課）9/18
9/26分

健康局 感染症対策課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 大阪市結核解析評価検討会にかかる委員報償金の支出について（平成２６年９月分）
31,340

健康局 感染症対策課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 第46回日本小児感染症学会総会・学術集会（平成26年10月18日～平成26年10月19日開催）への参加に係る経費の支出について
37,600

健康局 感染症対策課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 小口支払基金繰戻金の支出について（保健所感染症対策課結核グループ）９/２日分
6,232

健康局 感染症対策課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　筆耕翻訳料 結核接触者健診事業　患者面接に係る通訳の実施及び同経費の支出について（８月２８日実施予定）
10,800

健康局 感染症対策課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 接触者健診用　結核菌インターフェロンγ測定（ＱＦＴ）機器借入経費の支出について（８月分）
17,280

健康局 感染症対策課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　会費 第46回日本小児感染症学会総会・学術集会（平成26年10月18日～平成26年10月19日開催）への参加に係る経費の支出について
10,000

健康局 感染症対策課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（大阪市保健所感染症対策課）9/18
9/26分

健康局 感染症対策課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　医薬材料費 結核予防事業用予防接種用ＢＣＧワクチン買入にかかる経費の支出について（９月分）
6,415,200

健康局 感染症対策課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（９月分）後期高齢
19,502

健康局 感染症対策課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（９月分）後期高齢
4,214

健康局 感染症対策課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（９月分）国保一般
4,606

健康局 感染症対策課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（支払基金）の支出について（９月分）
48,049

健康局 感染症対策課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（９月分）国保一般
25,578

健康局 感染症対策課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（支払基金）の支出について（９月分）
7,369

健康局 感染症対策課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№４４～４５）
26,038

健康局 感染症対策課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（１０月概算分）
30,404,400

健康局 感染症対策課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（１０月概算分）
1,816,600

健康局 感染症対策課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 使用料及賃借料　使用料 予防接種台帳管理システム用機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成２６年９月分）
56,376

健康局 感染症対策課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「プラスチック手袋Lサイズ　外２点」の購入にかかる経費の支出について
16,156

健康局 感染症対策課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成２６年度喀痰検体等搬送業務の実施及び同経費の支出について（９月分）
8,748

健康局 感染症対策課 平成26年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 第２回 大阪市エイズ対策評価委員会の委員報酬等の支出について（平成26年８月27日開催分）
64,020

健康局 感染症対策課 平成26年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成26年度　感染症対策にかかる保健師研修（応用編）の講師謝礼の支出について
120,100

健康局 感染症対策課 平成26年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 第２回 大阪市エイズ対策評価委員会の委員報酬等の支出について（平成26年８月27日開催分）
3,160

健康局 感染症対策課 平成26年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№５５～５７）
146,633

健康局 感染症対策課 平成26年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№７６）
17,936

健康局 感染症対策課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 感染症対策事業用感染症予防関係法令例規集追録（631-637）の買入経費の支出について
18,186

健康局 感染症対策課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症発生動向調査用ファクシミリの長期借入代金の支出について（長期契約）(9月分）
7,875

健康局 感染症対策課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　消耗品費 予防接種実施申込書（報告書）印刷の実施及び同経費の支出について
234,365

健康局 感染症対策課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種台帳管理システム保守業務の業務委託について（９月分）
130,680

健康局 感染症対策課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種事業に係る個別予防接種委託料（８月分）の支出について（医療機関支払分）
295,285,601

健康局 感染症対策課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 予防接種健康被害救済事業用　障害年金の支出について（第3四半期）
22,937,590

健康局 感染症対策課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症事業用ＥＴＣ高速道路使用料の支出について（８月分）
1,220

健康局 感染症対策課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 管外出張用ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（８月分）
6,250

健康局 感染症対策課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 管外出張用ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（８月分）
2,980

健康局 感染症対策課 平成26年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（９月分）
240,075

健康局 感染症対策課 平成26年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（９月分）
6,480

健康局 感染症対策課 平成26年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　消耗品費 予防接種事業用　水痘予診票外5点の印刷に係る所要経費の支出について
573,588

健康局 感染症対策課 平成26年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　印刷製本費 予防接種事業用　水痘予診票外5点の印刷に係る所要経費の支出について
312,120

健康局 感染症対策課 平成26年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物収集・運搬業務及び処分業務委託（処分）にかかる経費の支出について（９月分）
4,104
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健康局 感染症対策課 平成26年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種委託料審査及びパンチデータ作成業務委託（9月入力分）の支出について
945,429

健康局 感染症対策課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症対策事業用市内出張交通費の支出について（平成２６年８月分）
37,558

健康局 感染症対策課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症対策事業用市内出張交通費の支出について（平成２６年８月分）
1,740

健康局 感染症対策課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№６６～６７）
37,209

健康局 感染症対策課 平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 感染症対策事業用市内出張交通費の支出について（平成２６年８月分）
390

健康局 感染症対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 HIV検査場用　建物賃貸借契約に係る光熱水費の支出について（9月分）
11,385

健康局 感染症対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 HIV検査場用　建物賃貸借契約に係る光熱水費の支出について（9月分）
1,355

健康局 感染症対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 HIV検査場用　建物賃貸借契約に係る光熱水費の支出について（9月分）
11,988

健康局 感染症対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
12,909

健康局 感染症対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
140

健康局 感染症対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
1,124

健康局 感染症対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
6,016

健康局 感染症対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
420

健康局 感染症対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
7,374

健康局 感染症対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）旭町郵便局分
930

健康局 感染症対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 感染症対策事業に係る携帯電話使用料等の支出について（９月分）
3,940

健康局 感染症対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 感染症対策事業に係る携帯電話使用料等の支出について（９月分）
8,579

健康局 感染症対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
5,394

健康局 感染症対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核管理健診・接触者健診事業用委託料の支出について（８月分）
343,837

健康局 感染症対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核管理健診・接触者健診事業用委託料の支出について（８月分）
21,129

健康局 感染症対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核定期病状調査事業用委託料の支出について（８月分）
45,000

健康局 感染症対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核定期病状調査事業用委託料の支出について（８月分）市民病院分
3,000

健康局 感染症対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　火・木・土・日曜日HIV等検査業務委託料の支出について（9月分）
1,233,860

健康局 感染症対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　エイズ専門相談業務に係る委託料の支出について（9月分）
109,199

健康局 感染症対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　火・木・土・日曜日HIV等検査業務委託料の支出について（9月分）
127,668

健康局 感染症対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 接触者健診用　結核菌インターフェロンγ測定（ＱＦＴ）機器借入経費の支出について（９月分）
17,280

健康局 感染症対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　消耗品費 予防接種事業用　インフルエンザ予診票外2点の印刷代金の支出について
1,047,340

健康局 感染症対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　印刷製本費 予防接種事業用　インフルエンザ予診票外2点の印刷代金の支出について
273,780

健康局 感染症対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
82

健康局 感染症対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
6,682,501

健康局 感染症対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種事業に係る個別予防接種委託料（８月分）の支出について（病院局分）
3,289,651

健康局 感染症対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 風しんワクチン接種費用助成事業用　風しんワクチン接種費用（償還払い分）の再支出について（平成26年9月30日口座振替不能分）
18,720

健康局 感染症対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 風しんワクチン接種費用助成事業用　風しんワクチン接種費用（償還払い分）の支出について（9月分）
1,185,141

健康局 感染症対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 第73回日本公衆衛生学会総会への参加及び経費の支出について
100,320

健康局 感染症対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 第73回日本公衆衛生学会総会への参加及び経費の支出について
150,080

健康局 感染症対策課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 第73回日本公衆衛生学会総会への参加経費（会費）の支出について
16,000

健康局 環境衛生監視課 平成26年10月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 平成２６年度食品衛生検査施設信頼性確保部門責任者等研修会への出席および同経費の支出について
29,240

健康局 環境衛生監視課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 専門監視事業用揮発油にかかる支出について（８月分）
53,816

健康局 環境衛生監視課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 専門監視事業用白衣等洗濯にかかる経費の支出について（８月分）
3,024

健康局 環境衛生監視課 平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 専門監視事業用有害家庭用品試買検体購入経費の支出について（１０月２１日分）
50,000

健康局 環境衛生監視課 平成26年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　特別旅費 環境衛生事業用　平成２６年度認定簡易専用水道検査員講習会への出席にかかる出張旅費の支出について
45,640

健康局 環境衛生監視課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 専門監視事業にかかる市内出張交通費の支出について（９月分）
12,686

健康局 環境衛生監視課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 専門監視事務用料金後納郵便料金の支出について（９月分）
12,822

健康局 環境衛生監視課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 専門監視事業用ETC利用高速道路通行料の支出について（食品衛生８月分）
2,280

健康局 環境衛生監視課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 専門監視事業用ETC利用高速道路通行料の支出について（環境衛生８月分）
5,420

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用　ふぐ講習会用案内はがきの購入経費の支出について
31,200

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年10月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 北部生活衛生監視事務所事業用コピー代の支出について（８月分）
23,674

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年10月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 北部生活衛生監視事務所管理運営用ガソリン代の支出について（８月分）
10,368
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健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年10月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 北部生活衛生監視事務所事業用白衣等洗濯にかかる経費の支出について（８月分）
1,944

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 北部生活衛生監視事務所事業用市内出張旅費の支出について（８月分）
39,080

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）９月分の支出について
164

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）９月分の支出について
380

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）９月分の支出について
410

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）９月分の支出について
855

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）９月分の支出について
656

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年10月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 西部生活衛生監視事務所事業用ごみ袋外６点の購入にかかる経費の支出について
16,740

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 平成２６年度８月分（西部生活衛生監視事務所事業用）揮発油代金の支出について
11,415

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用はがきの購入について（西部生活衛生監視事務所所管　平成26年度ふぐ講習会開催案内通知用）
31,200

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所)平成２６年度９月分の支出について
400

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所)平成２６年度９月分の支出について
400

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 平成２６年度全国食品衛生監視員研修会参加にかかる出張旅費の支出について(西部生活衛生監視事務所)
37,600

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（西部生活衛生監視事務所所管）の支出について（平成２６年度９月分）
13,800

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 東部生活衛生監視事務所食品衛生事業用郵便はがきの買入経費の支出について（第３四半期分）
60,320

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 東部生活衛生監視事務所講習会用はがき購入にかかる経費の支出について（ふぐ講習会用）
75,400

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年10月08日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（８月分）
14,142

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年10月08日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 東部生活衛生監視事務所事業用揮発油スタンド給油分にかかる経費の支出について（８月分）
19,536

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年10月08日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 東部生活衛生監視事務所事業用白衣等の洗濯にかかる経費の支出について（８月分）
2,916

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 東部生活衛生監視事務所管理運営用公用車（なにわ３００は７６３１）の12か月点検追加経費の支出について
39,279

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（９月分）
529

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（９月分）
2,100

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（９月分）
1,110

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 東部生活衛生監視事務所市内出張交通費の支出について（４月分）
58,922

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 南東部生活衛生監視事務所の白衣洗濯にかかる経費の支出について（８月分）
1,728

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 南東部生活衛生監視事務所の駐車場借上料金の支出について（１０月～３月分）
441,000

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成26年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 南東部生活衛生監視事務所にかかる小口支払基金繰戻金の支出について（９月分）
432

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 南東部生活衛生監視事務所にかかるはがき（仕出し・弁当講習会案内用）購入料の支出について（第３四半期）
13,520

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 南東部生活衛生監視事務所の白衣洗濯にかかる経費の支出について（９月分）
1,512

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年10月01日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（８月分）
11,311

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年10月01日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 南西部生活衛生監視事業用石油製品買入経費の支出について（８月分）
12,002

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年10月01日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 生活衛生監視事業用白衣等洗濯請負にかかる経費の支出について（8月分）
3,078

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（8月分）
4,771

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年10月03日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（8月分）
2,227

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年10月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 生活衛生監視事務所事業用市内出張交通費９月分の支出について
4,740

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 南西部生活衛生監視事業用「なにわ500め8964」ストリーム車修繕にかかる経費の支出について
37,638

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金９月分の支出について
400

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金９月分の支出について
432

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金９月分の支出について
1,296

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 監視事務所事業用郵便はがき購入にともなう経費の支出について（「更新講習会案内用第３四半期分」）
18,720

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 管理用　コピー代金の支出について（８月分）
12,973

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月06日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用塩化ビニルモノマーｄ３の購入及び経費の支出について
81,648

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月08日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ガス検知器　他３点購入及び経費の支出について（単価契約９月分）
70,247

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月08日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用プランジャ組立品　他２点の購入及び経費の支出について
90,720

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月08日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ｐＨ試験紙　他１３点購入及び経費の支出について（単価契約８月分）
89,380

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月08日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用キムタオルの購入及び経費の支出について
5,961

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月08日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　GC用セルフタイトカラムナット　他２点購入及び経費の支出について（単価契約９月分）
90,525

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月08日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ｐＨ複合電極　他２０点購入及び経費の支出について（単価契約８月分）
532,137
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健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月08日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　２５ｕＬマイクロシリンジ　他４点購入及び経費の支出について（単価契約９月分）
34,797

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月08日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　建物修繕料 大阪市立環境科学研究所3階ウイルス無菌室前室空調機修繕（その３）経費の支出について
108,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月09日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 平成２６年度食品衛生検査施設信頼性確保部門責任者等研修会出席にかかる旅費の支出について
29,240

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月09日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　エアースプレー　他６件購入及び経費の支出について（単価契約９月分）
161,848

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月09日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　三角紙　小　他４点購入及び経費の支出について（単価契約９月分）
47,649

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月09日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用Ｎ／４０シュウ酸ナトリウム溶液の購入及び経費の支出について
2,106

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月09日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用Ｎ／４０過マンガン酸カリウム溶液の購入及び経費の支出について
2,203

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＨＰＬＣカラム　他４７点購入及び経費の支出について（単価契約８月分）
992,876

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月10日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 高圧絶縁監視業務委託の経費支出について(4月１日～７月31日分)
72,576

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月14日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　αーメチルスチレン－Ｄ１０　購入及び経費の支出について（単価契約９月分）
57,121

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月14日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　０．１ｍｏｌ／Ｌ塩酸　他４点購入及び経費の支出について（単価契約９月分）
30,963

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月14日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　建物修繕料 大阪市立環境科学研究所排水処理施設希硫酸貯槽修繕の経費の支出について
394,200

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 小口支払い基金繰り戻し（９月繰り戻し手続き分）の支出について
10,028

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 小口支払い基金繰り戻し（９月繰り戻し手続き分）の支出について
3,978

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 小口支払い基金繰り戻し（９月繰り戻し手続き分）の支出について
858

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　燃料費 小口支払い基金繰り戻し（９月繰り戻し手続き分）の支出について
15,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所庁舎清掃業務委託　長期継続の経費支出について（9月分）
431,756

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所常駐警備業務委託　長期継続の経費支出について（9月分）
563,400

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所排気ガス洗浄装置保守点検業務の実施及び経費の支出について
993,600

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン長期借入（その２）経費支出について（9月分）
58,371

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用キャニスター/加熱脱着ガスクロマトグラフ質量分析装置一式長期借入にかかる経費支出について(9月分)
504,525

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 環境科学研究所　検査研究用　低分解能ガスクロマトグラフ質量分析装置一式長期継続借入（再リース）の支出について（9月分）
25,563

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン長期借入（その１）経費の支出について(9月分)
51,398

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌﾀﾝﾃﾞﾑ型質量分析装置長期借入にかかる経費支出について(9月分)
363,615

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 管理用　庁内情報用プリンタ長期借入経費の支出について（9月分）
12,178

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　高分解能ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置　一式　長期借入の経費支出について(9月分)
117,136

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 負担金、補助及交付金　会費 研究検査用　第51回全国衛生化学技術協議会年会出席に係る参加費の支出について
12,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　特定原材料牛乳検査用エライザキット　他２６点購入及び経費の支出について（単価契約８月分）
1,105,596

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用ダイヤフラム　他２点の購入及び経費の支出について
94,910

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 地方公共団体　契約実務の要点　追録６２～６５号の購入及び経費の支出について
9,080

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 会計検査事務提要　追録182-184号の購入及び経費の支出について
10,491

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＴＬＣプレートラック　他４点及び経費の支出について（単価契約９月分）
254,350

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用カートリッジガードカラムセット　他１０点及び経費の支出について（単価契約９月分）
284,056

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 後払宅配郵便料の支出について（9月分）
872

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 研究検査用　国立国会図書館文献複写料金の支出について
844

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月21日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用プラスチックピンセット　他１１点購入及び経費の支出について（単価契約９月分）
458,082

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月21日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　カスタムプライマー　他６点及び経費の支出について（単価契約８月分）
12,312

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月21日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用アフラトキシン用イムノアフィニティカラム　他１４点購入及び経費の支出について（単価契約９月分）
403,185

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月21日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用シリンジフィルターの購入及び経費の支出について
22,680

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　特定原材料　牛乳検査用エライザキット　他１８点及び経費の支出について（単価契約８月分）
864,399

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用ベスペルフェラル　他１点購入及び経費の支出について（単価契約９月分）
23,176

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　備品修繕料 検査研究用　パージ＆トラップ付ガスクロマトグラフ質量分析計　修繕にかかる経費の支出について
21,600

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 負担金、補助及交付金　会費 研究検査用　第108回日本食品衛生学会学術講演会出席に係る参加費の支出について
15,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 平成26年度地方衛生研究所全国協議会近畿支部細菌部会研究会出席に係る旅費の支出について
1,940

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 平成26年度地方衛生研究所全国協議会近畿支部細菌部会研究会出席に係る旅費の支出について
2,280

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 管理用　市内出張交通費の支出について（９月分）
31,562

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用固相抽出ディスクの購入及び経費の支出について
58,266

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用カスタムプライマー　外１件購入及び経費の支出について（単価契約９月分）
3,078
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健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用ガス検知器　購入及び経費の支出について（単価契約９月分）
13,392

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用ＧＣ用ショートフェラル　他１６点購入及び経費の支出について（単価契約９月分）
294,148

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用液体窒素　他４点購入及び経費の支出について（単価契約９月分）
87,480

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用ＨＰＬＣ用カラム　外３１件購入及び経費の支出について（単価契約９月分）
1,061,866

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（単価契約9月分）
161,935

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月24日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所貯湯槽（ストレージタンク)設備清掃点検業務委託にかかる経費支出について
75,168

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 管理用　ａｕ　ｏｎｅ　ｎｅｔ接続料金の支出について(9月分)
2,127

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 管理用　庁内情報ネットワーク回線使用料の支出について(9月分)
13,996

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 施設補修用　アルミ樹脂複合パネル外１点にかかる経費の支出について
32,400

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　建物修繕料 大阪市立環境科学研究所扉ガラス修繕にかかる経費の支出について
54,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 第65回地方衛生研究所全国協議会総会出席に係る旅費の支出について
34,270

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用０．５Ｍ　ＥＤＴＡ　他１１点購入及び経費の支出について（単価契約９月分）
236,455

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用炭酸ガス購入及び経費の支出について（単価契約９月分）
2,700

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 衛生法規総覧　追録１４４５号他１１件の購入及び経費の支出について
54,096

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 日本農林規格品質表示基準・食品編　追録２８７～２８８号の購入及び経費の支出について
7,473

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 庁舎管理用チャンネルブラシ　他２０件の購入及び経費の支出について
76,680

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 管理業務用　Bフレッツ回線使用料の支出について(9月分）
6,231

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 研究検査用　白衣等洗濯業務にかかる経費の支出について（９月分）
4,276

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 管理用研究検査用ILL文献複写料（第２四半期）の支出について
12,017

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 環境科学研究所検査業務用　ＥＴＣ高速道路使用料（8月分）の支出について
10,550

人事室 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　リサイクルトナーの購入にかかる経費の支出について
7,776

人事室 総務課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,216

人事室 総務課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　食糧費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,500

人事室 総務課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,918

人事室 総務課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
82

人事室 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　インクジェットマグネットシートほか６６点買入にかかる経費の支出について
96,866

人事室 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　インクジェットマグネットシートほか６６点買入にかかる経費の支出について
39,625

人事室 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　インクジェットマグネットシートほか６６点買入にかかる経費の支出について
134,784

人事室 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　新聞の購読にかかる経費の支出について（７～９月分）
61,971

人事室 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　インクジェットマグネットシートほか６６点買入にかかる経費の支出について
22,961

人事室 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　インクジェットマグネットシートほか６６点買入にかかる経費の支出について
63,331

人事室 総務課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 一般事務用　インクジェットマグネットシートほか６６点買入にかかる経費の支出について
88,495

人事室 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　ＮＨＫ放送受信料（平成26年4月～平成27年3月分）の支出について
14,545

人事室 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　ＮＨＫ放送受信料（平成26年4月～平成27年3月分）の支出について
14,545

人事室 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（派遣者・上半期分）
1,140

人事室 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（９月分）
81,299

人事室 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（９月分）
17,426

人事室 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（職員カウンセリングルーム、職員人材開発センター９月分）
13,996

人事室 人事課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　外部監察チーム特別参与にかかる報酬等の支出について（平成26年8月分）
602,370

人事室 人事課 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 人事事務用　外部監察チーム特別参与にかかる報酬等の支出について（平成26年8月分）
960

人事室 人事課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 平成26年度政令指定都市安全衛生主管者会議への参加並びに同所要経費の支出について
12,040

人事室 人事課 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 人事事務用　平成26年度大阪市職員（事業担当主事補）職種変更選考用答案用紙の購入経費の支出について
8,046

人事室 人事課 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　平成26年度職員定期健康診断業務委託Ａ（概算契約）（８月分）にかかる経費の支出について
9,457,225

人事室 人事課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 人事事務用　第６回大阪市人事監察委員会退職管理部会にかかる管外出張経費の支出について
29,020

人事室 人事課 平成26年10月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　平成26年度職員定期健康診断等業務委託Ｂ（概算契約）（７月分）にかかる経費の支出について
12,554,784

人事室 人事課 平成26年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　平成26年度職員定期健康診断等業務委託Ｂ（概算契約）（７月分）にかかる経費の支出について
243,972

人事室 人事課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　人事監察委員会委員にかかる報酬等の支出について（平成26年9月開催分）
166,355

人事室 人事課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 人事事務用　人事監察委員会委員にかかる報酬等の支出について（平成26年9月開催分）
1,120
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人事室 人事課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（平成26年９月分）
14,098

人事室 人事課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 衛生管理者試験受験予定者講習会で使用するテキストの購入並びに同所要経費の支出について（平成26年９月24日実施分）
171,072

人事室 人事課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　光熱水費 職員相談室　電気代の支出について（9月分）
8,625

人事室 人事課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員相談室　清掃業務委託にかかる経費の支出について（9月分）
15,120

人事室 人事課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 人事事務用　大阪市所属長公募説明会にかかる会場使用料の支出について
36,936

人事室 人事課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 負担金、補助及交付金　分担金 職員相談室の月額管理費及び修繕積立金の支払いについて（10月分）
233,673

人事室 人事課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　被服費 平成26年度職員被服貸与事業用　安全長編上靴(踏み抜き防止板有)　ほか２点に係る経費の支出について
10,081,681

人事室 人事課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　被服費 平成26年度職員被服貸与事業用　安全短靴(踏み抜き防止板有)　ほか１点に係る経費の支出について
5,528,455

人事室 人事課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 人事事務用　再就職等規制違反に関する外部通報窓口設置運営業務委託にかかる経費の支出について
162,000

人事室 人事課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　平成26年度職員定期健康診断等業務委託Ｂ（概算契約）（８月実施分）にかかる経費の支出について
9,809,316

人事室 人事課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 職員疾病対策事業用　職員健康診断結果経年管理システムサーバ機及び周辺装置長期借入所要経費の支出について（平成26年９月分）
55,706

人事室 人事課 平成26年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 負担金、補助及交付金　会費 職員衛生管理用　平成26年度　第73回全国産業安全衛生大会への参加並びに同経費の支出について
12,900

人事室 人事課 平成26年10月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　平成26年度職員定期健康診断等業務委託Ｂ（概算契約）（８月実施分）にかかる経費の支出について
407,268

人事室 人事課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 負担金、補助及交付金　会費 人事事務用　平成26年度大都市人事担当課長会議（秋季）にかかる参加費の支出について
2,000

人事室 人事課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　被服費 平成26年度職員被服貸与事業用　作業服１類 合冬用シャツに係る概算買入契約に係る経費の支出について
4,569,598

人事室 人事課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　平成26年度　雇入れ時健康診断等業務委託料の支出について（平成26年８月実施分）
189,108

人事室 人事課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 厚生一般事務用　市内出張旅費の支出について（８・９月分）
13,948

人事室 人事課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 職員疾病対策事業用　コピー代の支出について（９月分）
1,092

人事室 人事課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　被服費 平成26年度職員被服貸与事業用　作業服１類 合冬用上衣(ブルゾン型)に係る概算買入契約の経費支出について
4,857,624

人事室 人事課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　被服費 平成26年度職員被服貸与事業用　作業帽Ｂに係る概算買入契約の経費支出について（その２）
205,696

人事室 人事課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　被服費 平成26年度職員被服貸与事業用　作業服１類 合冬用ズボン(サイドポケット無)　ほか１点に係る概算買入契約の経費支出について
3,295,533

人事室 人事課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　被服費 平成26年度職員被服貸与事業用　安全半長靴(踏み抜き防止板有)　ほか１点に係る概算買入に係る経費の支出について
6,577,214

人事室 人事課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 人事事務用　平成26年度大都市人事担当課長会議（秋季）にかかる管外出張命令及び経費の支出について
89,660

人事室 人事課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ＰＤＦ編集ソフトの購入経費の支出について
36,720

人事室 人事課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　被服費 平成26年度職員被服貸与事業用　作業服３類上衣ほか２点に係る概算買入契約の経費支出について
1,719,846

人事室 人事課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事事務用　外部通報窓口専用ＦＡＸにかかる経費の支出について（平成26年10月請求分）
2,703

人事室 人事課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　広告料 人事事務用　大阪市所属長公募の募集要項掲載にかかる広告料の支出について
10,800

人事室 人事課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員放射線被曝線量測定業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成26年度7～9月分）
126,681

人事室 人事課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　特別顧問にかかる報酬等の支出について（平成26年9月分）
43,650

人事室 人事課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 人事事務用　特別顧問にかかる報酬等の支出について（平成26年9月分）
780

人事室 給与課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市特別職報酬等審議会（第５回）に係る報酬及び費用弁償の支出について
142,590

人事室 給与課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 大阪市特別職報酬等審議会（第５回）に係る報酬及び費用弁償の支出について
41,440

人事室 給与課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 給与事務用　ラベルシールほか４点（給与事務用）の買入及び同経費の支出について
15,984

人事室 給与課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 給与事務用　市内等出張交通費の支出について（平成26年８月分）
597

人事室 給与課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市特別職報酬等審議会（第６回）に係る報酬及び費用弁償の支出について
166,355

人事室 給与課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市特別職報酬等審議会（第７回）に係る報酬及び費用弁償の支出について
166,355

人事室 給与課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 大阪市特別職報酬等審議会（第６回）に係る報酬及び費用弁償の支出について
32,560

人事室 給与課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 大阪市特別職報酬等審議会（第７回）に係る報酬及び費用弁償の支出について
32,560

人事室 給与課 平成26年10月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 給与事務用　市内等出張交通費の支出について（平成26年９月分）
660

人事室 給与課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 大都市労務担当部長会議の参加にかかる管外出張旅費の支出について
49,700

人事室 給与課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市特別職報酬等審議会（第８回）に係る報酬及び費用弁償の支出について
142,590

人事室 給与課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 大阪市特別職報酬等審議会（第８回）に係る報酬及び費用弁償の支出について
32,960

人事室 給与課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 給与事務用　加除式書籍購入概算契約にかかる経費の支出について（株式会社ぎょうせい　公務員給与事務提要　ほか２件）第２四半期分
9,772

人事室 管理課 平成26年10月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 旅費　普通旅費 中労委大阪市（チェック・オフ廃止）不当労働行為事件　第２回調査に係る管外出張命令及び経費の支出について
57,360

人事室 管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　電話料金の支出について（９月分）
2,703

人事室 管理課 平成26年10月03日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 共済費　互助会長期給付補給金 平成２６年度　互助会交付金の支出について（１０月期分）
5,468,000

人事室 管理課 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用リサイクルトナーカートリッジLP-S3000対応ほか１点購入経費の支出について
76,464

人事室 管理課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 職員手当等　児童手当 職員児童手当の支払について（１０月７日支払分）
489,320,000
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人事室 管理課 平成26年10月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 報償費　報償金 不当労働行為救済申立事件出頭にかかる代理人弁護士旅費及び郵送料の支出について
19,797

人事室 管理課 平成26年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 不当労働行為救済申立事件出頭にかかる代理人弁護士旅費及び郵送料の支出について
19,797

人事室 管理課 平成26年10月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 職員情報システム用　応用連票（大）ほか１点の購入について
174,150

人事室 管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用総務事務センター清掃業務委託（長期継続）に係る経費の支出について（９月分）
32,007

人事室 管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　大阪市総務事務センター運営事業に関する包括的業務委託費の支出について（８月分）
32,054,233

人事室 管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用ファクシミリ借入（継続）経費の支出について（９月分）
356

人事室 管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムサーバ及び端末関係機器等一式長期借入経費の支出について（９月分）
871,452

人事室 管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 庶務ガイドサーバ及び端末関係機器等一式　長期借入に係る経費の支出について（９月分）
1,699,812

人事室 管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　Ｈ21年度総務局（総務事務管理担当）庁内情報利用パソコン等機器一式継続借入にかかる経費の支出について（９月分）
3,348

人事室 管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員情報システム用端末機器等借入経費の支出について（９月分）
1,070,517

人事室 管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　通話録音装置及び通話録音サーバ等周辺機器（大阪市総務事務センター）　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
114,576

人事室 管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムオンラインタイムレコーダ再リース延長の実施及び同経費の支出について（９月分）
142,646

人事室 管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　総務事務センター用ファイルサーバ等長期借入経費の支出について（９月分）
23,544

人事室 管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　庶務ガイドサーバ等関係機器借入（継続）の支出について（９月分）
113,184

人事室 管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員児童手当システムサーバ機等一式長期借入経費の支出について（９月分）
23,652

人事室 管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 恩給及退職年金　退隠料 平成２６年１０月払　退隠料・遺族扶助料の支出について
4,043,530

人事室 管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 恩給及退職年金　遺族扶助料 平成２６年１０月払　退隠料・遺族扶助料の支出について
28,971,495

人事室 管理課 平成26年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員児童手当システムサーバ機等一式長期借入経費の支出について（９月分）
7,884

人事室 管理課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　臨時職員システム用サーバ機等一式借入経費の支出について（９月分）
215,956

人事室 管理課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムＩＣカード発行機器一式長期借入経費の支出について（９月分）
40,262

人事室 管理課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員情報システムサーバ機及び周辺装置借入経費の支出について（９月分）
2,159,784

人事室 管理課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 職員手当等　退職手当 平成２６年１０月払　退職手当の支出について（１０１）
676,781,324

人事室 管理課 平成26年10月16日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 職員手当等　退職手当 平成２６年１０月払　失業者の退職手当の支出について（１０１）
530,180

人事室 管理課 平成26年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　退職手当 平成２６年１０月払　退職手当の支出について（２１０）
57,876,847

人事室 管理課 平成26年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　退職手当 平成２６年１０月払　失業者の退職手当の支出について（２１０）
130,824

人事室 管理課 平成26年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 平成２６年１０月払　退職手当の支出について（１５０）
22,467,543

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,910,618

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
10,210,408

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
421,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
1,813,125

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
588,050

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
1,143,318

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
1,432,870

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
311,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,052,622

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　特別職給 平成26年10月　給与の支給について
3,608,602

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
10,723,708

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
37,597,094

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
14,069,073

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
14,758,109

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
29,454,095

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
33,998,394

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
11,140,212

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
38,801,370

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
603,100

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
1,355,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
1,482,900

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
1,131,900
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人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
491,600

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
341,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
1,550,900

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
505,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
6,664,875

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
2,019,030

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
5,793,748

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
1,960,576

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
6,579,119

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
2,529,820

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
6,766,017

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
2,603,160

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
1,876,066

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
1,819,066

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
2,262,900

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
1,097,250

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
626,050

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
860,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
956,650

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
4,792,560

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
339,696

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
2,542,036

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
2,146,729

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
700,571

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
28,076

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
593,832

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
1,617,004

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
1,183,244

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
1,377,360

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
2,068,200

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
1,016,810

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
4,972,783

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
3,607,824

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
1,138,740

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
5,736,380

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
1,374,220

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成26年10月　給与の支給について
412,900

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
592,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
878,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
770,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
361,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
629,600

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
305,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
174,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
328,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
18,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成26年10月　給与の支給について
691,000



平成26年度（平成26年10月）　公金支出情報

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

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成26年10月　給与の支給について
123,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,840,065

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
34,820

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,890

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　庶務ガイドサーバ等関係機器保守業務委託（継続）の実施及び同経費の支出について（９月分）
827,820

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
753,490

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
41,144

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
215,891

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
587,695

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
185,111

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
25,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
56,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,622,563

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,262,990

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
204,873

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,003,017

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
379,494

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,418,860

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
740,790

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
83,980

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
66,611

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
65,816

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
187,478

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
193,086

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
567,181

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
183,405

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
205,310

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
972

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
62,705,063

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
1,976,200

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
11,146,510

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
4,137,250

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
8,733,028

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
8,956,894

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
832,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
36,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
430,514

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,167,218

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
14,640

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
432

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,874,496

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
275,380

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
248,541

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
152,020

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
111,220,752

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
44,272,247

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
80,848,116

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
40,475,078
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人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
59,998,856

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
60,737,313

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
41,408,219

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
55,727,363

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
68,020,015

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
38,642,445

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
63,261,859

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
45,105,910

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
50,656,112

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
39,906,605

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
38,043,745

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
34,896,676

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
43,019,664

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
34,498,175

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
38,115,825

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
40,775,948

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
40,325,599

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
51,922,169

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
34,632,568

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
32,889,033

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
1,761,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
1,491,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
1,391,600

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
1,229,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
1,479,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
1,921,600

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
2,510,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
1,303,200

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
2,032,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
2,192,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
2,285,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
1,431,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
1,377,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
1,563,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
1,084,600

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
1,508,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
1,108,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
1,274,200

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
1,056,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
1,323,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
1,410,600

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
3,415,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
1,250,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
1,446,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
5,952,806

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
11,442,657

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
6,483,841

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
5,701,742
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人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
6,905,330

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
7,345,525

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
6,914,392

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
7,630,147

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
5,973,485

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
7,566,704

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
6,911,558

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
9,383,328

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
6,498,498

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
5,973,624

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
6,623,385

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
10,683,081

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
13,525,968

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
10,200,160

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
10,217,030

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
8,743,519

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
7,049,504

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
6,843,180

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
8,614,731

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
18,562,566

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
1,343,850

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
1,742,850

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
1,749,225

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
1,763,475

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
1,445,225

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
1,262,825

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
2,053,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
1,441,425

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
1,561,885

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
1,355,250

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
1,440,475

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
1,380,625

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
1,433,825

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
1,566,825

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
1,312,225

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
1,210,850

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
1,404,650

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
1,355,250

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
1,319,825

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
1,460,425

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
1,312,225

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
1,355,250

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
1,323,625

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
1,432,200

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
3,212,185

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
2,753,066

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
2,761,083

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
3,734,787
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人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
2,250,256

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
7,697,613

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
3,591,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
5,242,022

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
6,717,146

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
3,410,695

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
3,121,101

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
3,563,863

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
3,433,120

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
3,532,931

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
3,001,103

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
4,512,585

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
2,638,837

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
3,787,749

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
3,349,413

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
2,532,544

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
2,135,853

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
2,610,237

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
2,828,336

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
3,903,461

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
6,117,057

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
7,734,153

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
6,248,308

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
6,171,636

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
6,006,685

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
8,441,984

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
9,541,154

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
8,164,260

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
11,466,175

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
13,402,822

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
6,408,046

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
4,779,232

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
6,346,730

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
8,051,690

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
5,569,849

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
4,986,509

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
3,888,777

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
6,452,177

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
6,513,211

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
7,829,889

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
6,353,280

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
6,218,920

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
5,043,735

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
6,834,272

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
630

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
10,880

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
3,370

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
1,580
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人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
2,630

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
1,160

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
2,520

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
480

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
1,270

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
4,070

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
2,680

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
1,950

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
3,820

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
1,260

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
640

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
950

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
480

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
1,644,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
841,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
979,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
1,049,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
1,392,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
830,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
1,269,600

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
1,057,900

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
1,238,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
764,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
1,784,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
1,126,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
815,100

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
1,049,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
636,600

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
1,107,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
889,600

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
589,600

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
685,600

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
375,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
538,200

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
595,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
818,200

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
2,527,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
36,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
40,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
24,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
42,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
12,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
52,000
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人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
64,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
44,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
14,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
24,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
112,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
14,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
24,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
14,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成26年10月　給与の支給について
23,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成26年10月　給与の支給について
23,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,811,921

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,386,076

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,417,111

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
904,191

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,561,644

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,107,865

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
371,080

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
540

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
969,592

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
972,234

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
414,702

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
29,554

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,334,757

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
946,157

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,510,054

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,749,579

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,752,416

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,162,004

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,774,939

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,760,810

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
375,785

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
210,449

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
947,877

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
963,204

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
569,127

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
973,885

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,942,254

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,863,992

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
486,908

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
450,554

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,554,093

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,381,444

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
764,335

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
987,966

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,541,958

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
211,251
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人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
210,151

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
189,385

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
206,611

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,362,278

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
203,740

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,692

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
202,042

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,977,750

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,553,019

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,323,639

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
208,112

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
208,061

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
416,143

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
194,111

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,404,198

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
202,734

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
169,138

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
232,114

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
185,931

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
94,041

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
46,138

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
184,021

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
124,320

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
134,050

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
100,587

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
137,761

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
119,170

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
194,577

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
82,636

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
61,470

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
82,636

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
225,005

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
170,102

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
101,171

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
58,359

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
25,017

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
107,637

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
244,801

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
56,430

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
17,745

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
38,180

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
47,252

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
180,063

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
192,767

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
227,157

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
184,260

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
181,542

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
34,962
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人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
92,740

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
127,650

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
50,083

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
89,162

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
60,632

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
21,235

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
21,817

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
95,931

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,181

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
77,260

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
19,753

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
78,543

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
321,710

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
112,760

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
41,280

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
77,387

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,424

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
192,592

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
97,218

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
49,102

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
16,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
51,264

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,472

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
23,617

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
302,539

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
146,228

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,853

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
640

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
660

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
600

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,220

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,550

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
33,340,944

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
1,145,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
5,823,047

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
1,642,550

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
17,316

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
1,703,784

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
2,403,830

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
840,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
20,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,215,332

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
184,796

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,359,167

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
177,200

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
531,600

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
531,600
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人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
531,600

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
531,600

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
177,200

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
531,600

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
531,600

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
285,038,938

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
531,600

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
886,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
10,195,090

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
83,925

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
83,925

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
83,925

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
27,975

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
27,975

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
83,925

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
139,875

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
83,925

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
83,925

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
83,925

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
47,875,302

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
5,085,350

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
6,612,082

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
33,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
6,740

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
58,173
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人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
11,818

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
80,883

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
194,954

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
52,904

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
87,390

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
8,272

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
27,186

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
37,279

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
91,575

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
46,991

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
195,983

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
9,254

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
125,993

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
24,187

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
114,036

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
32,926

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
21,791,857

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
195,962

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
165,911

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
114,424

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
18,702

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
6,081,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,392,619

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,562,518

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
191,783

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
366,892

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
123,451

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
211,121

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,280,488

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,296,353

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,026,616

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,644,214

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,544,391

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,642,040

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
382,243

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
136,801

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
200,917

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
673,452

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,887,611

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
522,803

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
119,824

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費
固定資産評価審査委員
会費

報酬　委員報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
182,748

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
63,561,445

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
2,542,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
11,270,564

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
3,594,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
5,172,037
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人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
8,330,890

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
1,627,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
177,557

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
164,632

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
22,976

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
788,526

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
568,881

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
325,845

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
59,382

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
261,340

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙管理委員会委員費 報酬　委員報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,280,028

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙管理委員会委員費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,080

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 報酬　委員報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
124,839

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 給料　特別職給 平成26年10月　給与の支給について
690,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
69,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

人事委員会委員費 報酬　委員報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
442,514

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
21,374,913

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
687,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
3,864,177

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
1,568,830

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
808,457

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
34,669

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
7,880

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
2,620,010

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
264,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
180,020

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
189,118

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
81,390

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
50,330

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,301,627

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
650,162

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,541,922

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
634,992

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
864,005

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,607,148

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
977,296

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,096,942

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,085,029

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
977,029

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
912,752

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
723,493

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,327,564

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
129,348,440

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,867,086

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,626,272

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,469,886

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,460,072

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,094,859
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人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,374,240

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
571,299

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,002,731

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
37,215,170

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,965,532

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,499,143

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,403,689

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
60,200

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
1,027,900

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
20,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
52,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
66,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
52,100

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
40,100

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
27,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
4,734,900

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
12,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
86,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
73,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
58,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
54,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
33,100

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
13,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
100,100

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
46,600

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
285,051

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
140,265

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
99,627

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
173,595

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
243,435

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
285,784

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
103,877

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
209,355

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
176,441

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
258,358

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
152,506

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
131,970

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
207,915

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
6,121,799

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
22,507,339

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
289,725

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
269,490



平成26年度（平成26年10月）　公金支出情報
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人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
258,255

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
208,935

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
255,795

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
92,145

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
334,680

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
228,489

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
348,504

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
196,020

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
245,685

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成26年10月　給与の支給について
765,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成26年10月　給与の支給について
90,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
1,298,650

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
40,850

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
72,200

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
5,767,450

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
21,939,362

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
828,145

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
15,431,196

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
5,796,470

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
131,130

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
227,240

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
162,480

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
58,630

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
175,540

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
129,410

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
42,220

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
89,650

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
143,160

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
119,020

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
366,820
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人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
100,660

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
81,310

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
24,880

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
174,410

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
204,810

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
153,340

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
156,640

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
182,360

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
132,340

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
334,850

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
228,090

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
192,430

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成26年10月　給与の支給について
2,127,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成26年10月　給与の支給について
792,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
7,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
1,359,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
20,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
504,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
2,829,900

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
624,981

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
977,322

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,712

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
190,926

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
193,389

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
12,480

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
17,363

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
480

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
960

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,258,640

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
443,469

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
292,166

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,620

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
208,076

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
597,136

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,243,988

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
44,010

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
25,846
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人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,411

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
24,399

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
200,826

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
72,259

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
820

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,200

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
218,827

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
248,375

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
33,830

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
77,120

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
760

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
281,713

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,701,768

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
54,580

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
436,543

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,750

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,906,038

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
108,667,452

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
389,297

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
130,873

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,736,103

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,488,510

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
108,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
128,330

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
374,196

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,520,889

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
950,126

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
83,214

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,020,862

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,039,657

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
110,636

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
193,459,507

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
6,676,825

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
33,635,021

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成26年10月　給与の支給について
322,920

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
9,287,200

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
12,148,773

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
33,669,844

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成26年10月　給与の支給について
6,477,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
104,990

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
4,397,125

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
24,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
52,771

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,993,553

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
250,222

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
275,624
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人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
24,512

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
691,448

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
70,080

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
93,675

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,965,233

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,390

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,230

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
487,895

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,660

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
218,915

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,540,440

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
31,458

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
890,023

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
221,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
105,900

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,150

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
743,942

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
175,515

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
333,030

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
925,265

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
144,580

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
137,251,379

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
176,082,264

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
167,161,364

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
3,909,032

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
4,250,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
3,946,654

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
28,309,006

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
26,911,284

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
23,318,944

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成26年10月　給与の支給について
13,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成26年10月　給与の支給について
756,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
4,898,200

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
29,758,410

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
47,790

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
11,094,432

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
11,018,871

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
18,367,341

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
33,416,515

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
31,808,632

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成26年10月　給与の支給について
406,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
3,335,112

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
3,220,200

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
3,093,200

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
426,488

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
374,628

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
14,949

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,928,347
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人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
407,067

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,249,435

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
26,454

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
34,440

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
580,990

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
14,860

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,100

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
60,360

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,708,518

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,286,737

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,648,325

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,041,589

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
706,289

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,609,488

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
366,371

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,644,470

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
97,650

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
124,680

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,694,028

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
753,219

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
92,919

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
244,960

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
15,830

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,051,701

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
261,822

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
408,694

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
67,218,946

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,320,737

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
35,351,859

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
25,457

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,057,760

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
328,240

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,260

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
17,363,650

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
904,978

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,400,326

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
90,718

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
810,296,383

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
47,597,313

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
135,871,788

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
7,035,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
20,178,723

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
99,440,757

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
29,388,850

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
13,118,125

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
14,000
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人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成26年10月　給与の支給について
9,870

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
6,442,699

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年１０月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
35,456

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
313,896

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
34,860

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
12,060

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
237,105

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,472

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,814,515

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
293,060

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,640

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
94,791,767

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
3,413,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
17,054,090

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
6,918,090

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
6,816,635

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
12,156,198

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
1,831,100

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
44,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,350,106

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
379,668

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
22,221

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
88,581

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
211,264

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
21,320

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,280

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
108,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
17,955

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
196,076

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
210,660

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 報酬　委員報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
691,998

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
110,209

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,660

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 旅費　委員旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,980

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
187,680

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
536,280

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
25,459

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
105,301,702

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
144,479,001

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
195,895,259

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
11,574,100

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
7,876,866

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
4,889,600

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
18,226,776

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
33,239,896

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
24,571,052

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
2,340,125

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
2,219,200
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人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
3,539,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
9,028,328

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
6,298,079

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
10,071,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
34,345,821

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
24,771,634

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
19,573,412

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
115,630

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
5,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
182,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
2,498,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
2,657,200

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
3,098,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
20,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
259,121

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成26年10月　給与の支給について
23,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
712,623

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
567,021

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
925,829

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
813,357

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
208,508

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
59,170

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
222,810

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
27,490

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
32,920

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,470

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
560

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　普通旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
360

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
436,608

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
44,440

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
88,817,474

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
4,617,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
15,557,283

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
3,585,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
3,885,761

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
10,514,062

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
1,444,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
34,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
319,566

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
66,677,120

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
2,502,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
11,584,681

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
2,773,050

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
6,445,754

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
7,586,980

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
1,424,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
181,784
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人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
94,080

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,479,224

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
363,466

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
199,014

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
753,270

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,540

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
969,916,636

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
52,086,095

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
165,137,719

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
10,630,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
174,904,065

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
71,119,961

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
21,291,880

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
22,489,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
939,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
17,202,268

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成26年10月　給与の支給について
854,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年１０月払　公務災害等休業補償費の支給について（消防局）
29,330

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
150,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
562,722

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,740,843

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,642

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
57,659

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,997,959

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
306,680

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 委員費 報酬　委員報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
960,009

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 委員費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
140,590

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
198,959,768

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
6,374,490

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
32,054,414

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
13,362,605

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
15,932,552

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
28,762,189

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成26年10月　給与の支給について
176,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
3,051,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,817,102

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,850,632

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
593,520

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
902,403

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
808,920

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
659,112

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,394,333

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,154,451

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
269,579

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
151,539

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
27,053

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
139,015

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
70,150
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人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
74,420

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,710

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
27,298

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
214,901

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
63,176,468

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
137,761

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
355,280

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
14,889,453

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,181

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,265,994

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,778,284

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
291,051

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,291,674

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
66,957

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
885,051

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
22,328

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
922,943

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
259,813

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,850

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,264,950

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
269,858

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
437,360

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
12,508

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
280

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
760

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
866,607

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
646,114

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,520

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
710,502

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,660,935

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
66,200

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
304,380

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
106,575

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
132,330

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
132,900

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,044,176

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
488,793

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
563,580

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
24,180

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
83,220

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　普通旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,829

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
3,370

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
525,588

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
15,530

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
6,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
6,390

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,829,245
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人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
289,173

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,184,905

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

旅費　普通旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,280

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,046,055

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
155,940

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
12,380

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 金融事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
583,945

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 金融事業費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
281,760

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
176,947

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,220

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
204,245

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,120

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
27,233,713

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
13,931,320

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
583,600

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
1,834,200

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
2,414,459

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
4,739,920

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
520,600

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
561,450

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
319,455

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
3,101,718

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
5,722,442

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
740,005

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
223,900

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
452,200

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
8,122,963

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
232,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
1,432,949

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
464,550

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
2,180,556

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
1,220,920

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
140,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
322,264

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,186,804

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
41,869,211

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
1,829,600

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
7,187,495

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
1,226,450

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
2,362,034

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
6,522,692

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
892,900

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
51,668

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,260

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,445,418

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
60,900

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
251,867
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人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
206,621

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
337,670

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
376,174

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,010

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
189,578

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
189,711

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,010

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,010

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
191,145

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,610,104

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
68,200

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
264,456

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
214,298

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
120,210

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
46,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
193,297

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,540

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
26,780

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
19,940

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
21,040

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
23,960

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
107,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
14,120

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
640

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
725,851

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
40,900

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
120,180

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
147,724

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
152,130

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
511,955

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
80,835

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
66,603

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
282,648

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,319,125

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
199,650

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,769

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
143,760

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,650

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
20,100

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,010

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
12,760

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,437,882

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
27,100
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人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
233,635

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
7,713

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
157,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
770

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
25,100

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
250,325

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
39,525

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
69,078

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
76,555

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
703,528

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
55,520,892

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
3,326,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
9,245,912

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
3,239,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
4,911,203

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
43,710

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
1,080,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
82,776

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
386,466

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,950

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
210,690

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
3,710,580

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
255,100

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
623,427

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
230,960

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
305,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
8,680

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
59,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
37,714,924

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
1,570,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
6,475,223

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
1,094,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
6,158,384

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
4,121,421

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
767,900

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
198,808

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
660

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
8,162,226

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
312,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
1,437,959

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
428,450

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
499,729

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
680,930

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
178,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
849,650

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
134,610

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
169,389
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人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
108,600

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
339,583

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
14,415,782

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
409,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
2,523,090

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
785,650

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
2,574,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
1,156,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
317,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
390,005

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
388,002

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
85,580

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,614

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,740

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,636,534

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
15,832

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,179,779

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
218,894

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,763

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
184

人事室 管理課 平成26年10月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
189,806

人事室 管理課 平成26年10月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
33,139

人事室 管理課 平成26年10月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
266,269

人事室 管理課 平成26年10月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,743

人事室 管理課 平成26年10月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,980

人事室 管理課 平成26年10月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
4,171,207

人事室 管理課 平成26年10月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
230,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
726,570

人事室 管理課 平成26年10月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
137,750

人事室 管理課 平成26年10月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
303,342

人事室 管理課 平成26年10月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
507,950

人事室 管理課 平成26年10月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
191,100

人事室 管理課 平成26年10月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
782,217

人事室 管理課 平成26年10月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
306,170

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
3,556,020

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
5,143,224

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
7,164,674

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
3,074,278

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
3,478,245

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
3,051,044

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
3,885,616

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
2,863,423

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
2,591,925

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
3,463,482

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
5,508,596

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
12,688,113

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
2,984,120
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人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
3,108,091

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
5,304,733

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
3,070,481

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
5,991,519

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
3,560,028

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
3,509,728

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
3,075,572

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
3,115,094

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
4,240,069

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
6,182,522

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
5,283,810

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
4,924,901

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
46,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
99,200

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
40,600

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
106,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
108,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
71,200

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
192,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
84,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
360,900

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
72,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
119,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
140,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
121,100

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
188,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
121,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
113,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
161,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
147,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
80,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
73,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
94,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
148,600

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
120,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
179,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
120,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
573,226

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
522,324

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
440,685

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
472,720

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
489,490

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
971,727

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
1,159,248

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
593,293

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
998,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
690,961

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
502,375
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人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
559,152

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
2,129,574

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
893,223

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
621,457

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
863,186

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
811,939

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
857,398

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
591,039

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
495,207

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
853,761

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
496,239

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
564,778

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
521,914

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
504,014

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
270,750

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
72,200

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
72,200

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
2,405,515

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
134,680

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
1,199,612

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
1,633,750

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
583,430

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
222,890

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
557,190

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
398,053

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
564,537

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
372,080

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
307,940

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
420,460

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
395,792

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
505,975

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
319,370

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
488,869

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
624,635

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
353,513

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
921,163

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
651,770

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
527,030

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
608,060

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
153,416

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
323,015

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
368,880

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
609,292
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人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
27,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
89,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
59,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
180,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
86,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
46,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
254,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
382,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
108,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
75,200

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
30,200

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
112,100

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
114,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
122,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
99,560

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,737,799

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,548,540

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,110,067

人事室 管理課 平成26年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
590,572

人事室 管理課 平成26年10月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
25,434,944

人事室 管理課 平成26年10月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
1,418,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
4,292,034

人事室 管理課 平成26年10月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
279,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
464,926

人事室 管理課 平成26年10月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
2,361,350

人事室 管理課 平成26年10月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
1,184,670

人事室 管理課 平成26年10月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
889,100

人事室 管理課 平成26年10月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年１０月払　公務災害等休業補償費の支給について（中央卸売市場南港市場）
9,185

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
567,975

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
612,376

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
955,256

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
369,755

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
560,132

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
659,862

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
842,426

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
604,804
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人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
802,853

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
785,328

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
714,382

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
979,492

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
747,531

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
804,449

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
632,635

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
602,547

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
876,444

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,139,492

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,085,181

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
616,373

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
766,370

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,362,470

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
354,507

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
477,806

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
794,579

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
20,300

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
32,600

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
40,100

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
13,000

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
52,600

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
12,300

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
19,100

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
13,000

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
25,800

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
38,900

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
20,300

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
40,400

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
7,000

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
20,300

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
31,400

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
7,000

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
100,905

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
98,160

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
92,445

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
221,257

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
96,441

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
92,610

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
125,610

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
131,850

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
136,710

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
138,900

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
150,318



平成26年度（平成26年10月）　公金支出情報

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

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
57,291

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
132,180

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
156,000

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
102,390

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
187,890

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
170,056

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
104,101

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
114,832

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
140,736

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
77,925

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
134,190

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
97,185

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
58,950

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
118,545

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
704,548

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
24,880

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
202,500

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
90,560

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
50,330

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
64,030

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
71,120

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
58,320

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
93,300

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
125,070

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
41,370

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
76,350

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
45,360

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
145,650

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
173,230

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
49,900

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
4,600

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
43,550

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
152,760

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
52,050

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
60,830

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
56,430

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
68,300

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
29,000

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
23,200

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
21,400

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
24,300
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人事室 管理課 平成26年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
187,822

人事室 管理課 平成26年10月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
189,524

人事室 管理課 平成26年10月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
741,046

人事室 管理課 平成26年10月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
119,925

人事室 管理課 平成26年10月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
334,611

人事室 管理課 平成26年10月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
56,430

人事室 管理課 平成26年10月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
81,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,080

人事室 管理課 平成26年10月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
3,230,334

人事室 管理課 平成26年10月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
172,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
586,801

人事室 管理課 平成26年10月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
209,950

人事室 管理課 平成26年10月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
37,336

人事室 管理課 平成26年10月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
301,640

人事室 管理課 平成26年10月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
660,794

人事室 管理課 平成26年10月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
108,435

人事室 管理課 平成26年10月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
149,776

人事室 管理課 平成26年10月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
56,430

人事室 管理課 平成26年10月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
3,212,178

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
3,683,793

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,710,243

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
2,739,034

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
2,609,514

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,282,857

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,885,121

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
2,976,714

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,937,187

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,708,192

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
3,028,781

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
2,337,589

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
2,111,216

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,898,324

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
20,549,728

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,722,922

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,636,032

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,630,195

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,152,764

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,431,852

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,181,776

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,086,739

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
3,397,824

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,626,336

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年10月　給与の支給について
1,580,690

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
38,600
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人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
66,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
40,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
73,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
51,600

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
58,900

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
19,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
27,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
33,600

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
72,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
54,200

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
782,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
33,100

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
40,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
112,100

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
101,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
53,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
59,300

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
59,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
46,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
131,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
107,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年10月　給与の支給について
57,900

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
306,232

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
3,437,217

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
312,795

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
193,741

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
451,582

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
313,390

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
236,965

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
214,788

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
255,541

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
511,876

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
264,690

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
274,035

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
193,005

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
435,835

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
487,475

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
386,051

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
350,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
266,853

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
282,138

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
547,474

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
278,600

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
602,016

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
174,789

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
478,780
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人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年10月　給与の支給について
279,380

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年10月　給与の支給について
326,800

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
3,272,757

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
93,190

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
170,430

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
135,280

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
267,460

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
260,020

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
523,480

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
325,560

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
157,090

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
71,870

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
156,920

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
96,406

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
258,390

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
3,125,620

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
331,840

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
12,100

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
272,490

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
221,350

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
432,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
122,100

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
290,480

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
223,100

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
226,140

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
11,404

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
52,810

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年10月　給与の支給について
56,430

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年10月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
56,200

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
27,700

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
56,200

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
400,400

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
103,200

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年10月　給与の支給について
25,700
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人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
369,105

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 賃金　賃金 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
185,945

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
15,781

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
22,558

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,129

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
627,327

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
412,905

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
37,617

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
16,945

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
23,362

人事室 管理課 平成26年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　其他委員等旅費 平成２６年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,520

人事室 管理課 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用総務事務センター機械警備業務（継続）経費の支出について（９月分）
21,600

人事室 管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
57,205

人事室 管理課 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員情報システムソフトウェア一式に係る賃貸借経費の支出について（９月分）
50,400

人事室 管理課 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 大阪市総務事務センター通信設備保守点検業務経費の支出について（上半期分）
259,200

人事室 管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用コピー代の支出について（９月分）
123,585

人事室 管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務業務用テープカートリッジ（AIT-３EX）ほか１点購入経費の支出について
109,771

人事室 管理課 平成26年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務業務用テープカートリッジ（AIT-３EX）ほか１点購入経費の支出について
20,909

人事室 管理課 平成26年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用インターネット回線使用料の支出について（９月分）
95,090

人事室 管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 旅費　普通旅費 総務事務管理業務用　市内出張交通費の支出について（９月分）
16,510

人事室 管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　勤務情報システム保守及び運用支援業務委託契約にかかる経費の支出について（上半期分）
13,408,762

人事室 管理課 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 平成26年度　庶務ガイド等運用保守業務委託にかかる経費の支出について（４～９月分）
13,454,100

人事室 管理課 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用　公務員給与事務提要ほか２点（概算契約）の物品購入にかかる経費の支出について（上半期分）
54,313

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
2,369,328

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 共済費　社会保険料 平成２６年９月分厚生年金健康保険料の納付について
35,464

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
45,363,887

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年９月分厚生年金健康保険料の納付について
561,518

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 報酬　其他委員等報酬 平成E２６年９月分厚生年金・健康保険料の納付について（事業主負担金端数調整分）
1,741

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　光熱水費 総務事務管理業務用　電気料金の支出について（９月分）
559,651

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理用　光電話料金の支出について（９月分）
147,184

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 職員情報システム用　平成26年度職員情報システム運用保守等支援業務委託に係る経費の支出について（上半期分）
154,779,903

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 負担金、補助及交付金　分担金 総務事務管理業務用　総務事務センター設置場所にかかる管理費及び修繕積立金の支出について（１１月分）
894,892

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
13,517,594

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年９月分厚生年金健康保険料の納付について
1,242,873

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
279,585,067

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年９月分厚生年金健康保険料の納付について
5,223,626

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
7,781,003

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年９月分厚生年金健康保険料の納付について
29,554

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
66,866,211

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年９月分厚生年金健康保険料の納付について
2,842,388

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
15,279,653

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年９月分厚生年金健康保険料の納付について
100,482

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
119,610

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
5,105,903

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
46,821,689

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年９月分厚生年金健康保険料の納付について
135,946

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
46,876,591

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年９月分厚生年金健康保険料の納付について
323,198
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人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
114,919,798

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年９月分厚生年金健康保険料の納付について
716,261

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
194,906,329

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年９月分厚生年金健康保険料の納付について
966,071

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
23,248,267

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年９月分厚生年金健康保険料の納付について
263,026

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
102,932,615

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年９月分厚生年金健康保険料の納付について
3,627,168

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
21,450,503

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
15,999,201

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年９月分厚生年金健康保険料の納付について
203,920

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
229,200,156

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年９月分厚生年金健康保険料の納付について
1,261,936

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
47,186,510

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年９月分厚生年金健康保険料の納付について
701,484

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
4,046,247

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
9,640,686

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 共済費　社会保険料 平成２６年９月分厚生年金健康保険料の納付について
162,545

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
1,882,716

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
10,005,253

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 共済費　社会保険料 平成２６年９月分厚生年金健康保険料の納付について
70,928

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
346,840

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
382,061

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
168,613

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
118,924

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
346,540

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
58,149

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
13,480,389

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
882,502

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
8,941,536

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 共済費　社会保険料 平成２６年９月分厚生年金健康保険料の納付について
32,509

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
1,960,568

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
203,113

人事室 管理課 平成26年10月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
3,464,620

人事室 管理課 平成26年10月31日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
978,248

人事室 管理課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
25,775,009

人事室 管理課 平成26年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年９月分厚生年金健康保険料の納付について
877,086

人事室 管理課 平成26年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
6,002,123

人事室 管理課 平成26年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年９月分厚生年金健康保険料の納付について
97,527

人事室 管理課 平成26年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
4,490,327

人事室 管理課 平成26年10月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
172,143

人事室 管理課 平成26年10月31日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
778,115

人事室 管理課 平成26年10月31日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
156,532

人事室 管理課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
16,857,060

人事室 管理課 平成26年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年９月分厚生年金健康保険料の納付について
97,527

人事室 職員人材開発センター 平成26年10月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 一般事務用　職員人材開発センター電気料金の支出について(８月分)
443,368

人事室 職員人材開発センター 平成26年10月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成26年度事業担当主事補共通実務研修（４期生６～９月分）に係る講師謝礼金の支出について（第２回中間払い）技能職員研修用
83,180

人事室 職員人材開発センター 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 一般事務用平成26年度研修受講者評価シートに係るデータ集計業務委託料の支出について（第１回中間払い）
36,607
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人事室 職員人材開発センター 平成26年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成26年度新任主務研修（グループ別研修）に係る委託料の支出について（階層別研修用）
2,028,240

人事室 職員人材開発センター 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 職員人材開発センター小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
16,718

人事室 職員人材開発センター 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 職員人材開発センター小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
990

人事室 職員人材開発センター 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成26年度キャリア形成にかかる相談・啓発業務にかかる委託料の支出について（9月分）（キャリアデザイン研修用）
123,709

人事室 職員人材開発センター 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 自治大学校第１部・第２部特別課程第28期研修への職員派遣にかかる経費の支出について
50,600

人事室 職員人材開発センター 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 負担金、補助及交付金　会費 自治大学校第１部・第２部特別課程第28期研修への職員派遣にかかる経費の支出について
62,400

人事室 職員人材開発センター 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成26年度 事業担当主事補共通実務研修（４期生６～９月分）に係る講師謝礼金の支出について（第３回完了払い）（技能職員研修用）
480

人事室 職員人材開発センター 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 一般事務用　平成２６年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（９月分）
115,721

人事室 職員人材開発センター 平成26年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 一般事務用　平成２６年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（９月分）
6,894

人事室 職員人材開発センター 平成26年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 一般事務用　平成２６年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（９月分）
39,610

人事室 職員人材開発センター 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 平成26年度 新採用者研修（後期：消防実技研修）用物品の購入にかかる経費の支出について
3,640

人事室 職員人材開発センター 平成26年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 使用料及賃借料　使用料 職員人材開発センター研修用パソコン等機器の長期借入に係る経費の支出について（９月分）
156,492

人事室 職員人材開発センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（９月分）
22,864

人事室 職員人材開発センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 一般事務用　職員人材開発センター電気料金の支出について(９月分)
439,392

人事室 職員人材開発センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 一般事務用　電話回線使用料の支出について（９月分）
15,041

人事室 職員人材開発センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 一般事務用インターネット回線使用料の支出について（９月分）
18,144

人事室 職員人材開発センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度 新任主務研修に係る資料点訳業務委託経費の支出について
126,568

人事室 職員人材開発センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（９月分）の経費の支出について
689,480

人事室 職員人材開発センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（９月分）の支出について
123,873

人事室 職員人材開発センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（９月分）の経費の支出について
267,518

人事室 職員人材開発センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（９月分）の支出について
47,758

人事室 職員人材開発センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（９月分）の支出について
86,556

人事室 職員人材開発センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（９月分）の経費の支出について
574,054

人事室 職員人材開発センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（９月分）の経費の支出について
578,548

人事室 職員人材開発センター 平成26年10月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（９月分）の支出について
86,384

経済戦略局 総務課 平成26年10月01日 一般会計第１部 大学費 大学費 運営推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２６年度公立大学法人大阪市立大学運営費交付金の支出について（第3回／全4回）
3,048,733,250

経済戦略局 総務課 平成26年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 大学整備費 整備推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２６年度公立大学法人大阪市立大学運営費交付金の支出について（第3回／全4回）
50,000,000

経済戦略局 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 報酬　其他委員等報酬 大学支援事務用平成26年度第３回大阪市公立大学法人評価委員会（９月５日）の開催にかかる経費の支出について
132,405

経済戦略局 総務課 平成26年10月03日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 旅費　費用弁償 大学支援事務用平成26年度第３回大阪市公立大学法人評価委員会（９月５日）の開催にかかる経費の支出について
5,600

経済戦略局 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 総務課（計理・調達）業務にかかる市内出張交通費の支出について（８月分）
18,550

経済戦略局 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 一般事務用総務課所管業務に係る市内出張等交通費の支出について（８月分）
12,370

経済戦略局 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 一般事務用総務課所管業務に係る市内出張等交通費の支出について（７月分）
12,496

経済戦略局 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 総務課（計理・調達）業務にかかる市内出張交通費の支出について（７月分）
22,750

経済戦略局 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 負担金、補助及交付金　分担金 経済戦略局倉庫にかかる衛生組合分担金の支出について（９月分）
6,000

経済戦略局 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 旅費　普通旅費 大学支援事務用市内出張交通費の支出について（平成２６年７月・８月分）
4,222

経済戦略局 総務課 平成26年10月10日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスに係る経費の支出について（８月分）
6,998

経済戦略局 総務課 平成26年10月14日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（ITM棟）通信サービス経費の支出について（８月分）
6,998

経済戦略局 総務課 平成26年10月14日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 大阪府咲洲庁舎分室通信サービス経費の支出について（８月分）
6,998

経済戦略局 総務課 平成26年10月15日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局分室事務用電話代（ＦＡＸ用、９月分）の支出について
11,626

経済戦略局 総務課 平成26年10月15日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 平成26年度全国公立大学設置団体協議会にかかる会費の支出について
20,000

経済戦略局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用複写関連消耗品（コピー代）経費の支出負担行為決議について（８月分）
161,541

経済戦略局 総務課 平成26年10月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 平成26年度全国公立医科・歯科大学設置団体協議会にかかる会費の支出について
30,000

経済戦略局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 市会都市経済委員会他都市視察随行に係る出張命令及び経費の支出について（９月３日～４日　課長）
37,680

経済戦略局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用トナーカートリッジほか７点の購入経費の支出について
1,166

経済戦略局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用トナーカートリッジほか７点の購入経費の支出について
37,735

経済戦略局 総務課 平成26年10月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用トナーカートリッジほか７点の購入経費の支出について
29,106

経済戦略局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用蛍光ペンほか１７点の購入経費の支出について
10,355

経済戦略局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用蛍光ペンほか１７点の購入経費の支出について
6,938



平成26年度（平成26年10月）　公金支出情報

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

経済戦略局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局庁舎（O's棟）における光熱費（電気・空調）にかかる所要経費の支出について（９月分）
575,882

経済戦略局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局庁舎（ITM棟）における光熱費（電気・空調）にかかる所要経費の支出について（９月分）
287,018

経済戦略局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁舎（ＩＴＭ棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について（９月分）
540

経済戦略局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境カラープリンター一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
19,641

経済戦略局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
166,117

経済戦略局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
21,131

経済戦略局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度経済戦略局庁内情報利用パソコン等機器一式の借入に係る経費の支出について（９月分）
246,986

経済戦略局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度経済戦略局庁内情報利用パソコン等機器一式の借入に係る経費の支出について（９月分）
41,823

経済戦略局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度　庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
62,777

経済戦略局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁舎（Ｏ’ｓ棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について（９月分）
1,080

経済戦略局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局ＡＴＣ庁舎（ＩＴＭ棟）における不動産賃貸借経費の支出について（１１月分）
3,780,032

経済戦略局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局ＡＴＣ庁舎（Ｏ’ｓ棟）における不動産賃貸借経費の支出について（１１月分）
6,280,803

経済戦略局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用蛍光ペンほか１７点の購入経費の支出について
19,992

経済戦略局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度経済戦略局点字パソコン等機器一式の長期借入（その２）にかかる経費の支出について（９月分）
70,394

経済戦略局 総務課 平成26年10月24日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用蛍光ペンほか１７点の購入経費の支出について
16,680

経済戦略局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局分室庁舎における光熱費（電気代）にかかる所要経費の支出について（９月分）
112,665

経済戦略局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局分室庁舎における光熱費（水道代）にかかる所要経費の支出について（９月分）
4,354

経済戦略局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度中央卸売市場本場業務管理棟にかかる共益費の支出について（１０月分）
2,074,793

経済戦略局 総務課 平成26年10月27日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 旅費　普通旅費 大学支援担当所管用地除草清掃作業業務委託に伴う履行確認にかかる出張経費の支出について
9,080

経済戦略局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 委託料　委託料 平成26年度中央卸売市場本場庁舎清掃（経済戦略局・建設局）業務委託にかかる経費の支出について（７月～９月分）
120,651

経済戦略局 総務課 平成26年10月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 平成26年度中央卸売市場本場庁舎清掃（経済戦略局・建設局）業務委託にかかる経費の支出について（７月～９月分）
58,899

経済戦略局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
216

経済戦略局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,496

経済戦略局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,836

経済戦略局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 大阪府咲洲庁舎分室通信サービス経費の支出について（９月分）
6,998

経済戦略局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
35,825

経済戦略局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（ITM棟）通信サービス経費の支出について（９月分）
6,988

経済戦略局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
820

経済戦略局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（咲洲庁舎）一般事務用電話代の支出について（８月分）
8,277

経済戦略局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（ITM棟）一般事務用電話代の支出について（９月分）
59,855

経済戦略局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局分室事務用電話代（９月分）の支出について
99,468

経済戦略局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（O's棟）一般事務用電話代の支出について（９月分）
77,317

経済戦略局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
770

経済戦略局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（ITM棟、FAX分）一般事務用電話代の支出について（９月分）
3,499

経済戦略局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
17,493

経済戦略局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
65,925

経済戦略局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 委託料　委託料 平成26年度経済戦略局ＡＴＣ庁舎清掃業務委託にかかる支出について（７月～９月分）
294,840

経済戦略局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局東京赴任職員公舎（東京公舎）にかかる賃借料の支出について（平成２６年１１月分）
210,000

経済戦略局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 負担金、補助及交付金　分担金 経済戦略局倉庫にかかる衛生組合分担金の支出について（１０月分）
6,000

経済戦略局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
35,978

経済戦略局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,512

経済戦略局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
800

経済戦略局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 貿易振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
3,450

経済戦略局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 工業研究所費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
774

経済戦略局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 工業研究所費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
400

経済戦略局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,944

経済戦略局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
4,556

経済戦略局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
992
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経済戦略局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
700

経済戦略局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
140

経済戦略局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
1,752

経済戦略局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局公舎（大阪公舎）にかかる賃借料の支出について（平成２６年１１月分）
128,000

経済戦略局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
900

経済戦略局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,231

経済戦略局 総務課 平成26年10月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 農業事業費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
1,460

経済戦略局 施設整備課 平成26年10月29日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　其他委員等旅費 経済戦略局事務用市内出張交通費（ＡＴＣ非常勤嘱託職員）にかかる９月分の支出について
6,131

経済戦略局 企画課 平成26年10月21日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 企画課所管業務にかかる市内出張交通費等の支出について（８月分）
1,920

経済戦略局 企画課 平成26年10月21日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 企画課所管業務にかかる市内出張交通費等の支出について（８月分）
18,192

経済戦略局 企画課 平成26年10月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 平成26年度産業振興・中小企業支援施策の企画推進サポート業務にかかる経費の支出について（第３四半期分）
4,030,714

経済戦略局 企画課 平成26年10月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　使用料 企業情報データベースシステムにかかるサービス提供業務委託長期継続にかかる支出について（平成26年9月分）
243,000

経済戦略局 企画課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 「第１４回スルッとＫＡＮＳＡＩバスまつり」への出張旅費の支出について(平成２６年９月１３日分）
5,960

経済戦略局 企画課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 「ツーリズムＥＸＰＯジャパン」への出張旅費の支出について(平成２６年９月２５日～２７日分）
45,400

経済戦略局 企画課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 「第１４回スルッとＫＡＮＳＡＩバスまつり」への出張旅費の支出について(平成２６年９月１４日分）
5,960

経済戦略局 観光課 平成26年10月15日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　兵庫県姫路市への出張旅費の支出について
6,020

経済戦略局 観光課 平成26年10月16日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 報償費　報償金 大阪城公園パークマネジメント事業予定者（指定管理予定者）選定委員会（第３回）の開催に伴う報償金の支出について（平成２６年９月２５日実施分）
147,615

経済戦略局 観光課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 負担金、補助及交付金　分担金 観光事業用大阪観光局事業にかかる経費の支出について（第3四半期分）
62,500,000

経済戦略局 観光課 平成26年10月21日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　市内出張等交通費の支出について（８月分）
120,080

経済戦略局 観光課 平成26年10月21日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 委託料　委託料 豊臣石垣公開事業解説パネル製作・設置業務委託の支出について
76,680

経済戦略局 観光課 平成26年10月22日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪城公園内特設案内所における観光案内業務にかかる分担金の支出について（第２回／全２回）
1,000,000

経済戦略局 観光課 平成26年10月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 負担金、補助及交付金　分担金 観光事業用　水と光のまちづくり推進事業にかかる経費の支出について（第2回目）
9,125,000

経済戦略局 観光課 平成26年10月28日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟における事務用後納郵便料金（9月分）の支出について
100,543

経済戦略局 観光課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,318

経済戦略局 観光課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,050

経済戦略局 文化課 平成26年10月01日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（交響楽団ひびき）
100,000

経済戦略局 文化課 平成26年10月01日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（そう楽舎）
200,000

経済戦略局 文化課 平成26年10月01日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（劇団太陽族）
200,000

経済戦略局 文化課 平成26年10月01日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（dracom）
200,000

経済戦略局 文化課 平成26年10月01日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（和の会）
100,000

経済戦略局 文化課 平成26年10月01日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 需用費　消耗品費 平成26年度新美術館研究資料用国内雑誌の購入経費の支出について（平成26年9月分）
13,504

経済戦略局 文化課 平成26年10月01日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 役務費　通信運搬費 寄贈品運搬業務委託経費の支出について
48,600

経済戦略局 文化課 平成26年10月03日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 第1回大阪市中央公会堂指定管理予定者選定委員会委員謝礼の支出について
66,950

経済戦略局 文化課 平成26年10月03日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立科学館の管理運営業務にかかる管理運営業務委託料の支出について（第３四半期分）
50,260,000

経済戦略局 文化課 平成26年10月03日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立美術館ほか３施設の管理運営業務にかかる管理運営業務委託料の支出について（第３四半期分）
368,505,000

経済戦略局 文化課 平成26年10月03日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 旅費　普通旅費 新美術館用　千葉市美術館への管外出張経費の支出について（平成26年9月18日実施分）
29,780

経済戦略局 文化課 平成26年10月06日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（株式会社ステージ＆アーツブレインズカンパニー）
100,000

経済戦略局 文化課 平成26年10月08日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　建物修繕料 史跡難波宮跡公衆トイレ給排水設備点検修繕にかかる経費の支出について
45,360

経済戦略局 文化課 平成26年10月09日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（ウミ下着）
200,000

経済戦略局 文化課 平成26年10月09日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（Ｚ　ｓｙｓｔｅｍ）
100,000

経済戦略局 文化課 平成26年10月09日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（ミジンコターボ）
100,000

経済戦略局 文化課 平成26年10月09日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　分担金 「平成２６年度三好達治賞事業」の経費にかかる支出について
3,500,000

経済戦略局 文化課 平成26年10月09日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 報償費　報償金 文化課実施事業「大阪市立博物館施設に係る地方独立行政法人化の検討支援業務委託」公募型プロポーザル方式有識者会議委員報酬の支払について
33,010

経済戦略局 文化課 平成26年10月10日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 文化課業務にかかる市内出張等交通費の支出について（８月分）
49,575

経済戦略局 文化課 平成26年10月10日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成26年度　オーケストラ鑑賞会企画運営業務委託にかかる委託料の支出について（１／２回）
5,502,858

経済戦略局 文化課 平成26年10月15日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について
100,000

経済戦略局 文化課 平成26年10月15日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（一般社団法人大阪交響楽団）
200,000

経済戦略局 文化課 平成26年10月15日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（劇団息吹）
100,000
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経済戦略局 文化課 平成26年10月15日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 需用費　消耗品費 大阪新美術館研究資料用海外雑誌の購入経費の支出について（9月分）
112,428

経済戦略局 文化課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（演劇プロデュース・ムーンビームマシン）
100,000

経済戦略局 文化課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　公益社団法人大阪フィルハーモニー協会事業補助金の支出について（マチネ・シンフォニー　Vol.11）
3,015,000

経済戦略局 文化課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（大阪楽所）
200,000

経済戦略局 文化課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　公益社団法人大阪フィルハーモニー協会事業補助金の支出について（第４７７回　定期演奏会）
967,000

経済戦略局 文化課 平成26年10月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（虚空旅団）
200,000

経済戦略局 文化課 平成26年10月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（シニアミュージカル劇団発起塾）
100,000

経済戦略局 文化課 平成26年10月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（なにわ人形芝居フェスティバル運営委員会）
200,000

経済戦略局 文化課 平成26年10月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 委託料　委託料 平成26年度サントリーポスターコレクション作品保管業務委託経費の支出について（9月分）
857,113

経済戦略局 文化課 平成26年10月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 使用料及賃借料　使用料 近代美術館（仮称）美術作品等管理・学術研究用電子計算機処理システム一式　長期借入経費の支出について（9月分）
13,608

経済戦略局 文化課 平成26年10月21日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 博物館施設用　東京への管外出張旅費の支出について
29,080

経済戦略局 文化課 平成26年10月21日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（特定非営利活動法人BAS　social　club）
100,000

経済戦略局 文化課 平成26年10月21日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（激富）
200,000

経済戦略局 文化課 平成26年10月21日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（光華座）
100,000

経済戦略局 文化課 平成26年10月21日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（遊気舎）
100,000

経済戦略局 文化課 平成26年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 泉布観地区維持管理用水道料金の支出について（９月分）
1,121

経済戦略局 文化課 平成26年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 泉布観地区維持管理用水道料金の支出について（９月分）
1,864

経済戦略局 文化課 平成26年10月24日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 文化振興用　第３２回大都市文化行政会議出席にかかる経費の支出について（平成２６年１０月２７日実施）
12,040

経済戦略局 文化課 平成26年10月24日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 文化振興用　第３２回大都市文化行政会議にかかる資料代の資金前渡について（平成２６年１０月２７日開催）
3,000

経済戦略局 文化課 平成26年10月24日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立芸術創造館施設管理業務委託料の支出について（第2四半期）
6,683,000

経済戦略局 文化課 平成26年10月24日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成２６年度文楽デー企画運営業務委託にかかる委託料の支出について
2,991,747

経済戦略局 文化課 平成26年10月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（日独文化交流実行委員会）
100,000

経済戦略局 文化課 平成26年10月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（宮川サキ）
100,000

経済戦略局 文化課 平成26年10月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 文化施設等に関する運営のあり方における意見交換にかかる大阪市特別参与への報酬等（９月分）の支出について
26,190

経済戦略局 文化課 平成26年10月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 文化施設等に関する運営のあり方における意見交換にかかる大阪市特別参与への報酬等（９月分）の支出について
780

経済戦略局 文化課 平成26年10月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　建物修繕料 中央公会堂修繕用　大阪市中央公会堂地下２階吸収式冷温水発生機修繕にかかる支出について
646,272

経済戦略局 文化課 平成26年10月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 泉布観警備業務委託（長期継続）にかかる委託料の支出について（７～９月分）
30,456

経済戦略局 文化課 平成26年10月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 委託料　委託料 大阪新美術館建設準備室美術作品保管業務委託経費（9月分）の支出について
1,658,880

経済戦略局 文化課 平成26年10月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 文化部文化振興グループ事務用市内出張交通費の支出について（6月分）
39,850

経済戦略局 文化課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（劇団未来）
100,000

経済戦略局 文化課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（真紅組プロデュース）
200,000

経済戦略局 文化課 平成26年10月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 需用費　消耗品費 大阪新美術館研究資料用海外雑誌の購入経費の支出について（10月分）
29,808

経済戦略局 文化課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
570

経済戦略局 文化課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 文化部事務用　後納郵便料金（９月分）の支出について
42,217

経済戦略局 文化課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,174

経済戦略局 文化課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（ART　OSAKA実行委員会）
200,000

経済戦略局 立地推進担当 平成26年10月07日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 アジア太平洋トレードセンター光熱費（ビジネスサポートオフィス分）の支出について（８月分）
129,953

経済戦略局 立地推進担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 「国家戦略特区」追加提案に係る国家戦略特区ワーキンググループヒアリングに係る管外出張旅費の支出について
57,680

経済戦略局 立地推進担当 平成26年10月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 立地推進担当用　乾式電子複写機の使用にかかる経費の支出について（８月分）
20,145

経済戦略局 立地推進担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　特別旅費 平成２６年度　企業等立地検討にかかる職員のシンガポール共和国への海外出張経費の支出について
240,040

経済戦略局 立地推進担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 平成２６年度　職員のシンガポール共和国への海外出張にかかる所要経費の支出について
64,000

経済戦略局 立地推進担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度　職員のシンガポール共和国への海外出張にかかる所要経費の支出について
300,000

経済戦略局 立地推進担当 平成26年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 「国家戦略特区」事業に関する内閣官房との打合せに係る管外出張旅費の支出について
57,680

経済戦略局 立地推進担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 立地推進担当用　アジア太平洋トレードセンター構内配線使用料（ビジネスサポートオフィス用）の支出について（９月分）
3,240

経済戦略局 立地推進担当 平成26年10月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 立地推進用　アジア太平洋トレードセンター賃借料の支出に係る支出について（ビジネスサポートオフィス）（１１月分）
1,017,960

経済戦略局 立地推進担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 立地推進担当用　乾式電子複写機の使用にかかる経費の支出について（９月分）
19,643

経済戦略局 立地推進担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 アジア太平洋トレードセンター光熱費（ビジネスサポートオフィス分）の支出について（９月分）
90,995

経済戦略局 事業創出担当 平成26年10月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪駅前第３ビル１６階本市区分所有施設の管理費及び修繕積立金にかかる支出について（10月分）
392,643



平成26年度（平成26年10月）　公金支出情報

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

経済戦略局 事業創出担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 事業創出担当業務にかかる市内出張交通費等の支出について（８月分）
12,039

経済戦略局 事業創出担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　光熱水費 大阪デザイン振興プラザ事業にかかる光熱費・空調費（平成26年9月分）の支出について
205,801

経済戦略局 事業創出担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 平成26年度クリエイティブ産業創出・育成支援事業業務委託にかかる支出について（3回目／全4回）
17,900,802

経済戦略局 事業創出担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 平成26年度ソフト産業プラザ事業業務委託にかかる支出について（3回目／全4回）
12,522,462

経済戦略局 事業創出担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 平成26年度成長産業分野における事業化プロジェクト支援事業～大阪トップランナー育成事業～業務委託にかかる支出について（第３四半期分）
25,814,516

経済戦略局 事業創出担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪デザイン振興プラザ事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成26年11月分）
16,825,142

経済戦略局 事業創出担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 クリエイティブ産業創出・育成支援事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成26年10月分）
2,743,567

経済戦略局 事業創出担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ソフト産業プラザ事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成26年11月分）
6,817,036

経済戦略局 事業創出担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 エイジレスセンター（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成26年11月分）
30,906,866

経済戦略局 事業創出担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪環境産業振興センター（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成26年11月分）
18,406,440

経済戦略局 イノベーション担当 平成26年10月01日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 委託料　委託料 平成２６年度大阪イノベーションハブ清掃等業務委託に係る経費の支出負担行為決議について（８月分）
69,897

経済戦略局 イノベーション担当 平成26年10月02日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 需用費　消耗品費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する乾式電子複合機（白黒）の使用にかかる経費の支出について（８月分）
19,526

経済戦略局 イノベーション担当 平成26年10月08日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 役務費　通信運搬費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業者向け通信サービスの使用にかかる経費の支出について（8月分）
6,998

経済戦略局 イノベーション担当 平成26年10月10日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 報償費　報償金 平成26年度大阪市イノベーション創出支援補助金検討会委員への報償金の支出について
82,865

経済戦略局 イノベーション担当 平成26年10月10日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 役務費　通信運搬費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する電話回線の利用にかかる経費の支出について（9月分）
31,035

経済戦略局 イノベーション担当 平成26年10月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 旅費　普通旅費 イノベーション担当業務用市内出張交通費の支出について（平成２６年７月分）
27,854

経済戦略局 イノベーション担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 旅費　普通旅費 ファンドへの出資事業に関する中小企業基盤整備機構との意見交換等にかかる旅費の支出について
29,600

経済戦略局 イノベーション担当 平成26年10月29日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 株式会社ＫＭＯとの定期賃貸借契約に係る経費の支出について（平成26年11月分）
2,236,878

経済戦略局 イノベーション担当 平成26年10月29日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 負担金、補助及交付金　分担金 株式会社ＫＭＯとの定期賃貸借契約に係る経費の支出について（平成26年11月分）
745,626

経済戦略局 イノベーション担当 平成26年10月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 需用費　光熱水費 大阪イノベーションハブにおける電気代の支出について（平成26年9月分）
223,102

経済戦略局 イノベーション担当 平成26年10月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 委託料　委託料 平成２６年度大阪イノベーションハブ清掃等業務委託に係る経費の支出について（平成26年9月分）
69,897

経済戦略局 イノベーション担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 需用費　消耗品費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する乾式電子複合機（白黒）の使用にかかる経費の支出について（９月分）
28,344

経済戦略局 イノベーション担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 需用費　光熱水費 大学と連携した人材育成中核拠点用大阪駅前第２ビル光熱費（９月分）の支出について
29,678

経済戦略局 イノベーション担当 平成26年10月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 負担金、補助及交付金　分担金 大学と連携した人材育成中核拠点用大阪駅前第２ビル分担金（10月分）の支出について
1,080,559

経済戦略局 国際担当 平成26年10月08日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　船車賃借料 海外出張（ブラジル共和国サンパウロ市）におけるバスの借り上げにかかる支出について
755,244

経済戦略局 国際担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 国際交流企画用　乾式電子複写機の使用に係る経費の支出について（平成26年8月分）
58,960

経済戦略局 国際担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 ハンブルク市役所ならびにサンクト・ペテルブルグ市役所代表者への記念品用大阪浪華錫器タンブラーセットの買入にかかる支出について
23,198

経済戦略局 国際担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　筆耕翻訳料 サンパウロ市で開催する「大阪プロモーションセミナー」プレゼンテーションのポルトガル語翻訳業務委託にかかる支出について
89,532

経済戦略局 国際担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員（翻訳・通訳）及び国際交流員にかかる市内出張等交通費の支出について（９月分）
2,308

経済戦略局 国際担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 大阪・ハンブルク友好都市提携25周年記念市旗バッジ外１点の購入にかかる支出について
83,160

経済戦略局 国際担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 大阪市・上海市友好都市提携40周年記念うちわの買入にかかる経費の支出について
39,744

経済戦略局 国際担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 大阪市・上海市友好都市提携40周年記念バッジの買入にかかる経費の支出について
148,608

経済戦略局 国際担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　筆耕翻訳料 サンクト・ペテルブルグ市で開催する「大阪プロモーションセミナー」プレゼンテーション資料のロシア語翻訳業務委託にかかる支出について
174,960

経済戦略局 国際担当 平成26年10月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 貿易振興事業費 委託料　委託料 平成26年度中小企業海外販路開拓総合支援事業業務委託にかかる委託料の支出について（第３回目分／全４回）
13,489,181

経済戦略局 国際担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　特別旅費 インドネシア共和国（ジャカルタ首都特別州）およびシンガポール共和国（シンガポール）への海外出張旅費の支出について
660,060

経済戦略局 国際担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　食糧費 在関西総領事等との意見交換会及びレセプションに係る経費の支出について
92,400

経済戦略局 国際担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 インドネシア共和国（ジャカルタ首都特別州）への海外出張にかかる所要経費の支出について
88,000

経済戦略局 国際担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　筆耕翻訳料 インドネシア共和国（ジャカルタ首都特別州）への海外出張にかかる所要経費の支出について
50,000

経済戦略局 国際担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 在関西総領事等との意見交換会及びレセプションに係る経費の支出について
45,000

経済戦略局 国際担当 平成26年10月21日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 負担金、補助及交付金　海外事務所運営分担金 海外事務所の運営にかかる第３回大阪市分担金の支出について（第3四半期分）
8,434,000

経済戦略局 国際担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 国際担当市内等出張交通費８月分の支出について
25,957

経済戦略局 国際担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　船車賃借料 海外出張（ドイツ連邦共和国ハンブルク市及びロシア連邦サンクト・ペテルブルグ市）における現地滞在中のバスの借り上げにかかる支出について
954,072

経済戦略局 国際担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 貿易振興費 旅費　普通旅費 国際担当所管業務にかかる出張経費の支出について（平成26年10月9日分）
88,640

経済戦略局 国際担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 貿易振興費 旅費　普通旅費 国際担当市内等出張交通費８月分の支出について
9,528

経済戦略局 国際担当 平成26年10月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ輸入住宅促進センター事業にかかる不動産賃借料の支出について（平成26年11月分）
14,043,376

経済戦略局 国際担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 国際交流企画用　乾式電子複写機の使用に係る経費の支出について（平成26年9月分）
42,814

経済戦略局 国際担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 委託料　委託料 「OSAKA留学生ネット」保守及び運用支援業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
32,400

経済戦略局 国際担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 「OSAKA留学生ネット」サーバ借入（ホスティングサービス）の経費の支出について（９月分）
19,440
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経済戦略局 国際担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 貿易振興費 報償費　報償金 第2回「大阪見本市誘致強化検討会」講師謝礼金にかかる支出について
11,700

経済戦略局 国際担当 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 委託料　委託料 平成26年度ビジネスパートナー都市交流事業業務委託にかかる委託料の支出について（第２回目分／全３回）
11,721,510

経済戦略局 国際担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　損害保険料 大阪・ハンブルク友好都市提携25周年記念映像ウォークツアー「ウォール・イズ・ア・スクリーン」開催にかかる傷害保険及び賠償責任保険経費の支出について
7,304

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月01日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 旅費　普通旅費 地域産業課（農業）事務用市内出張交通費の支出について（平成２６年８月分）
10,076

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月01日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 旅費　普通旅費 地域産業課（農業）事務用市内出張交通費の支出について（平成２６年８月分）
468

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月01日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　光熱水費 もと購買施設（西成区）・もと北津守の里電気料の支出について（8月1日～8月31日）
1,425

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月06日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 平成２６年度もとゆとり健康創造館機械警備業務委託にかかる委託料の支出について（平成26年8月分）
34,992

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月08日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 需用費　消耗品費 農業担当事務用回転ゴム印外１点買入経費の支出について
162

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月08日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 需用費　消耗品費 農業担当事務用回転ゴム印外１点買入経費の支出について
2,376

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月08日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 旅費　普通旅費 平成26年度地域商業活性化推進事業　先進事例現地調査に係る出張旅費の支出について（９月１７日、１８日）
54,510

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月09日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課(地域産業担当)及び工業研究所評価委員会事務用　市内出張交通費等の支出について(平成２６年７月分)
7,792

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月09日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 工業研究所費 旅費　普通旅費 地域産業課(地域産業担当)及び工業研究所評価委員会事務用　市内出張交通費等の支出について(平成２６年７月分)
4,890

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月15日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課（工業担当）市内出張交通費等の支出について（平成26年7月分）
33,742

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月15日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 工業研究所費 旅費　普通旅費 地域産業課（工業担当）市内出張交通費等の支出について（平成26年7月分）
1,920

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月15日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 工業研究所費 負担金、補助及交付金　交付金 平成26年度地方独立行政法人大阪市立工業研究所運営費交付金の支出について（第３四半期分）
281,163,000

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月15日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 工業研究所事業費 負担金、補助及交付金　交付金 平成26年度地方独立行政法人大阪市立工業研究所運営費交付金の支出について（第３四半期分）
7,317,000

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月15日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 工業研究所事業費 負担金、補助及交付金　交付金 平成26年度地方独立行政法人大阪市立工業研究所運営費交付金の支出について（第３四半期分）
15,657,000

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 需用費　消耗品費 経営所得安定対策事業用　平成26年度版地域農業再生支援システムの買入に係る経費の支出について
145,800

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月20日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 委託料　委託料 平成２６年度浪速西工場アパート昇降機保守点検業務委託にかかる経費の支出について（第２四半期分）
60,750

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月20日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 此花小売市場民営活性化事業施設用地賃借料の支出について（７～９月分）
5,786,232

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月21日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　其他委員等旅費 地域産業課業務にかかる市内出張交通費の支出について（嘱託職員：９月分）
1,340

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月22日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 委託料　委託料 平成26年度浪速購買施設エレベーター設備保守点検業務委託にかかる支出について（７月～９月分）
74,520

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月22日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　建物修繕料 浪速購買施設10号店舗シャッター修繕にかかる支出について
78,840

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月24日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課（商業・小売市場担当）市内出張交通費等の支出について（平成２６年８月分）
45,082

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月24日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 報酬　其他委員等報酬 大阪市大規模小売店舗立地審議会用　委員報酬の支出について（平成２６年９月５日分）
151,320

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月24日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 旅費　費用弁償 大阪市大規模小売店舗立地審議会用　委員報酬の支出について（平成２６年９月５日分）
11,100

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　普通旅費 平成26年度商業政策実務者研修への出張にかかる経費の支出について
31,600

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 平成２６年度もとゆとり健康創造館機械警備業務委託にかかる委託料の支出について（平成２６年９月分）
34,992

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月29日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 委託料　委託料 平成26年度もと購買施設（西成区）・もと北津守の里機械警備業務委託にかかる支出について（９月分）
41,003

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月29日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 委託料　委託料 平成26年度もと玉出公設市場機械警備業務委託にかかる支出について（９月分）
51,300

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月29日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 工業研究所費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第2回大阪市地方独立行政法人大阪市立工業研究所評価委員会にかかる委員報酬の支出について
94,575

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月29日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 工業研究所費 旅費　費用弁償 平成26年度第2回大阪市地方独立行政法人大阪市立工業研究所評価委員会にかかる委員報酬の支出について
4,620

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 旅費　普通旅費 地域産業課所管業務にかかる出張経費の支出について（１０月３１日）
21,760

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 此花小売市場民営活性化事業施設用地賃借料の支出について（７～９月分）
204,531

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成26年度地域商業活性化推進事業　意見交換会に係る報償金の支出について（８月５日）
23,600

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成26年度地域商業活性化推進事業　意見交換会に係る報償金の支出について（８月５日）
23,400

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成26年度地域商業活性化推進事業　意見交換会に係る報償金の支出について（８月５日）
23,280

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成26年度地域商業活性化推進事業　意見交換会に係る報償金の支出について（８月５日）
23,160

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成26年度地域商業活性化推進事業　意見交換会に係る報償金の支出について（８月５日）
23,160

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成26年度地域商業活性化推進事業　意見交換会に係る報償金の支出について（８月５日）
25,440

経済戦略局 地域産業課 平成26年10月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成26年度地域商業活性化推進事業　意見交換会に係る報償金の支出について（８月５日）
23,160

経済戦略局 計量検査所 平成26年10月03日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 計量検査所指導用環境計量実務便覧追録２２０－２２４号の購入経費の支出について
9,875

経済戦略局 計量検査所 平成26年10月03日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 計量検査所指導用食品表示マニュアル追録１３５号の購入経費の支出について
6,199

経済戦略局 計量検査所 平成26年10月03日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 計量検査所指導用新版計量関係法令例規集追録２０１号の購入経費の支出について
6,006

経済戦略局 計量検査所 平成26年10月15日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 委託料　委託料 平成２６年度特定計量器定期検査業務の委託料の支出について（３回目／全４回）
9,121,950

経済戦略局 計量検査所 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 計量検査所事務用　複写関連消耗品（コピー代金）経費の支出について（８月分）
23,157

経済戦略局 計量検査所 平成26年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　水道料金の支払いについて（９月分）
4,881

経済戦略局 計量検査所 平成26年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　水道料金の支払いについて（９月分）
2,472
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経済戦略局 計量検査所 平成26年10月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　電気料金の支払いについて（平成２６年９月分）
127,825

経済戦略局 計量検査所 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 旅費　普通旅費 平成26年度第107回四大市計量実務研究会への出張経費の支出について
17,960

経済戦略局 計量検査所 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 旅費　普通旅費 平成26年度指定都市計量行政協議会会議への出張経費の支出について
12,040

経済戦略局 計量検査所 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 計量検査所事務用　郵便後納料金の支払いについて（９月分）
22,994

経済戦略局 計量検査所 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 使用料及賃借料　使用料 計量器定期検査業務用特定計量器定期検査事務管理システム機器借入の経費の支出について（９月分）
21,882

経済戦略局 計量検査所 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 使用料及賃借料　使用料 計量器定期検査業務用特定計量器定期検査事務管理システムソフトウェア借入経費の支出について（９月分）
48,300

経済戦略局 企業支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 報償費　報償金 平成26年度小規模事業者等支援委託事業（一般研修事業）講師謝金の支出について
70,940

経済戦略局 企業支援課 平成26年10月10日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 役務費　通信運搬費 企業支援事務用 大阪市庁内情報通信ネットワークにおける小規模事業者向け通信サービスにかかる通信運搬費の支出について（平成26年8月分）
6,998

経済戦略局 企業支援課 平成26年10月15日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 負担金、補助及交付金　交付金 平成26年度「創業・新事業創出・経営革新支援事業」にかかる交付金の支出について（第3四半期分）
85,657,000

経済戦略局 企業支援課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 旅費　普通旅費 企業支援課業務にかかる市内出張旅費(８月分)の支出について
1,278

経済戦略局 企業支援課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 旅費　普通旅費 企業支援課業務にかかる市内出張旅費(８月分)の支出について
16,126

経済戦略局 企業支援課 平成26年10月20日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 委託料　委託料 大阪産業創造館施設管理運営事業にかかる委託料の支出について（３回目／全４回）
72,078,332

経済戦略局 企業支援課 平成26年10月29日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成26年度　地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）にかかる所要経費の支出について（平成26年9月分　生野区9月5日実施分）
11,400

経済戦略局 企業支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 需用費　消耗品費 企業支援事務用読売新聞（平成２６年７月～平成２６年９月分）買入経費の支出について
12,111

経済戦略局 企業支援課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 需用費　消耗品費 企業支援事務用朝日新聞外１紙（平成２６年７月～平成２６年９月分）買入経費の支出について
26,274

経済戦略局 企業支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 役務費　通信運搬費 企業支援・金融事務用 後納郵便利用料の支出について（９月分）
986

経済戦略局 企業支援課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 役務費　通信運搬費 企業支援・金融事務用 後納郵便利用料の支出について（９月分）
3,810

経済戦略局 金融課 平成26年10月03日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 旅費　普通旅費 金融課事務用　市内出張交通費にかかる支出について（平成２６年６月分）
6,688

経済戦略局 金融課 平成26年10月10日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　印刷製本費 経営支援特別融資案内チラシ印刷にかかる支出について
52,747

経済戦略局 金融課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 金融課事務参考用　産経新聞（平成２６年７月～平成２６年９月分）の購読にかかる支出について
12,111

経済戦略局 金融課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 役務費　通信運搬費 金融課事務用　認定関係書類の運搬業務委託にかかる経費の支出について
10,800

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月01日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報償費　報償金 競技スポーツ用　トップアスリートによる「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（9月4日実施分：中央高等学校）
33,200

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月02日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　消耗品費 スポーツ課事務用　接着テープ付き封筒の買入にかかる経費の支出について
8,424

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月09日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

負担金、補助及交付金　分担金 競技スポーツ用「夢・授業　キッズスポーツアカデミー」にかかる分担金の支出について
600,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報償費　報償金 競技スポーツ用　トップアスリート「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（9月27日実施：弘済小・中学校分校）
51,140

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務参考用　毎日新聞（平成26年7月～9月）の買入にかかる経費の支出について
36,333

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務参考用　産経新聞（平成26年7月～9月）の買入にかかる経費の支出について
36,333

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　普通旅費 スポーツ事務用　市内出張等交通費（８月分）の支出について
80,100

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

旅費　其他委員等旅費 スポーツ事務用　市内出張等交通費（８月分）の支出について
5,320

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月21日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報償費　報償金 競技スポーツ用　トップアスリートによる「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（9月2日実施：大江小学校、9月3日実施：桜ノ宮高等学校）
69,660

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月24日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 スポーツ情報・施設利用ネットワークシステム機器一式　長期借入料の支出について（９月分）
1,679,701

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月24日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 スポーツ施設管理用　淀川スポーツセンターに係る不動産賃借料の支出について（１０月分）
13,880,592

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 スポーツ情報・施設利用ネットワークシステム機器一式　長期借入料の支出について（９月分）
191,567

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 スポーツ情報・施設利用ネットワークシステム機器一式　長期借入料の支出について（９月分）
10,200

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 報償費　報償金 第１回大阪市経済戦略局スポーツ施設指定管理予定者選定会議の委員報償金の支出について（平成26年9月29日実施分）
112,035

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成26年度 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムに係る電子媒体等警備輸送業務委託料の支出について（９月分）
67,050

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度スポーツ施設予約システム機器４機種借入（再リース）の支出について（9月分）
4,179

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムＡＳＰサービス提供一式　長期継続料の支出について（9月分）
369,053

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立千島体育館ほか３施設管理運営業務代行料の支出について（第２四半期）
3,050,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立千島体育館ほか３施設管理運営業務代行料の支出について（第２四半期）
23,463,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立生野スポーツセンターほか２施設管理運営業務代行料の支出について（第２四半期）
21,779,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立中央スポーツセンター他３施設管理運営業務代行料の支出について（第２四半期）
4,578,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　南港中央野球場及び南港中央庭球場管理運営業務代行料の支出について（第２四半期分）
4,706,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立西淀川スポーツセンターほか３施設管理運営業務代行料の支出について（第2四半期）
32,421,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立中央スポーツセンター他３施設管理運営業務代行料の支出について（第２四半期）
18,338,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立修道館及び大阪城弓道場管理業務代行料の支出について（第３四半期分）
17,158,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立東淀川体育館他３施設管理運営業務代行料の支出について（第２四半期）
2,445,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立都島スポーツセンター他３施設管理運営業務代行料の支出について（第２四半期分）
23,686,000
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経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立中央スポーツセンター他３施設管理運営業務代行料の支出について（第２四半期）
5,389,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料
平成26年度大阪市立鶴見スポーツセンター・大阪市立鶴見緑地プール・鶴見緑地庭球場・球技場・運動場の管理運営にかかる業務代行料の支出について（第２四半期
分） 50,103,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料
平成26年度大阪市立鶴見スポーツセンター・大阪市立鶴見緑地プール・鶴見緑地庭球場・球技場・運動場の管理運営にかかる業務代行料の支出について（第２四半期
分） 10,644,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立西淀川スポーツセンターほか３施設管理運営業務代行料の支出について（第2四半期）
2,731,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立千島体育館ほか３施設管理運営業務代行料の支出について（第２四半期）
4,167,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立北スポーツセンター他２施設管理運営業務代行料の支出について（第２四半期）
14,720,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立生野スポーツセンターほか２施設管理運営業務代行料の支出について（第２四半期）
10,970,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立此花スポーツセンター他２施設管理運営業務代行料の支出について（第２四半期）
15,015,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立此花スポーツセンター他２施設管理運営業務代行料の支出について（第２四半期）
15,108,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　八幡屋公園及び大阪市中央体育館ほか１施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期分）
141,321,702

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立住之江スポーツセンター管理運営業務代行料の支出について（第２四半期）
5,730,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立浪速スポーツセンター及び浪速屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第２四半期分）
31,998,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立西淀川スポーツセンターほか３施設管理運営業務代行料の支出について（第2四半期）
2,489,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立北スポーツセンター他２施設管理運営業務代行料の支出について（第２四半期）
19,143,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立都島スポーツセンター他３施設管理運営業務代行料の支出について（第２四半期分）
3,203,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立東淀川体育館他３施設管理運営業務代行料の支出について（第２四半期）
5,961,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立淀川屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第２四半期分）
4,442,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立此花スポーツセンター他２施設管理運営業務代行料の支出について（第２四半期）
4,518,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立天王寺スポーツセンターほか２施設管理運営業務代行料の支出について（第２四半期分）
50,223,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立都島スポーツセンター他３施設管理運営業務代行料の支出について（第２四半期分）
3,911,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立天王寺スポーツセンターほか２施設管理運営業務代行料の支出について（第２四半期分）
6,875,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立東淀川体育館他３施設管理運営業務代行料の支出について（第２四半期）
21,969,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度大阪市立城東屋内プールの土地の使用料の支出について（下半期分）
12,904,470

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　八幡屋公園及び大阪市中央体育館ほか１施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期分）
23,493,196

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムＡＳＰサービス提供一式　長期継続料の支出について（9月分）
742,618

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムＡＳＰサービス提供一式　長期継続料の支出について（9月分）
16,929

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報償費　報償金 競技スポーツ用　トップアスリート「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（10月1日実施：本田小学校、10月4日実施：玉津中学校）
70,040

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 スポーツ情報・施設ネットワークシステム用　回線使用料（９月分）支出について
470,598

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 スポーツ部事務用　後納郵便料金（９月分）の支出について
87,684

経済戦略局 スポーツ課 平成26年10月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度阿倍野スポーツセンター管理費等の分担金の支出について（11月分）
4,058,891

経済戦略局 南港市場 平成26年10月10日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 旅費　普通旅費 市場運営用基本的方向性検討のための特別参与との打合せに伴う旅費の支出について
61,160

経済戦略局 南港市場 平成26年10月10日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 市場管理用ワイヤレス通信機器（送信機）外２点の購入経費の支出について
98,820

経済戦略局 南港市場 平成26年10月14日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
14,040

経済戦略局 南港市場 平成26年10月14日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
4,100

経済戦略局 南港市場 平成26年10月15日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場管理用台所用スポンジ外２点の購入経費の支出について
28,728

経済戦略局 南港市場 平成26年10月15日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　損害保険料 市場管理用建物総合損害共済損害保険料の支出について
36,134

経済戦略局 南港市場 平成26年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用蛍光灯外１点の購入費の支出について
30,915

経済戦略局 南港市場 平成26年10月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用アルゴンガス充填外４点の購入経費の支出について
79,272

経済戦略局 南港市場 平成26年10月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用作業主任者職務板外３点の購入経費の支出について
8,812

経済戦略局 南港市場 平成26年10月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設管理用南港市場福利厚生棟保安室電気使用にかかる費用の支出について（８月分）
4,181

経済戦略局 南港市場 平成26年10月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場構内等清掃等業務委託費の支出について（9月分）
665,999

経済戦略局 南港市場 平成26年10月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場胃内容物処理等業務委託費の支出について（9月分）
314,999

経済戦略局 南港市場 平成26年10月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設維持管理用大阪市中央卸売市場南港市場中央監視業務委託費の支出について（９月分）
2,955,420

経済戦略局 南港市場 平成26年10月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場とちく関連処理等業務委託費の支出について（9月分）
3,996,000

経済戦略局 南港市場 平成26年10月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用袋付き結さつバンドの購入経費の支出について
996,300

経済戦略局 南港市場 平成26年10月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用活性炭入り消石灰（その２）の購入経費の支出について
67,716

経済戦略局 南港市場 平成26年10月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　備品修繕料 施設管理用ガス検知器修繕経費の支出について
162,000

経済戦略局 南港市場 平成26年10月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成２６年度大阪市中央卸売市場南港市場空調設備保守点検等業務委託の実施及び所要経費の支出について（９月分）
325,080
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経済戦略局 南港市場 平成26年10月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場冷蔵庫設備運転管理業務委託の実施及び同経費の支出について（９月分）
540,000

経済戦略局 南港市場 平成26年10月21日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用フットカッター（ＨＴＣ－８０）部品外５点購入経費の支出について
680,400

経済戦略局 南港市場 平成26年10月21日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用ブリスケットソー（ＭＧ－１Ｅ）部品外５点購入経費の支出について
993,600

経済戦略局 南港市場 平成26年10月21日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　建物修繕料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場錠取替工事費の支出について
856,440

経済戦略局 南港市場 平成26年10月21日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場施設警備業務委託の実施及び経費の支出について（８月分）
3,197,880

経済戦略局 南港市場 平成26年10月21日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場と畜解体設備オーバーホール委託経費の支出について
2,397,600

経済戦略局 南港市場 平成26年10月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場衛生管理用サージカルマスク外３点の購入経費の支出について
64,800

経済戦略局 南港市場 平成26年10月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場衛生管理用サージカルマスク外３点の購入経費の支出について
137,592

経済戦略局 南港市場 平成26年10月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用煙感知器外３点の購入費の支出について
152,820

経済戦略局 南港市場 平成26年10月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 市場管理用ホワイトボード用マーカー外１点の購入経費の支出について
8,100

経済戦略局 南港市場 平成26年10月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用二次元ＣＡＤソフト外６点の購入費の支出について
885,988

経済戦略局 南港市場 平成26年10月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 報酬　其他委員等報酬 市場管理用大阪市特別参与（南港市場の改革方針検討）にかかる報酬の支出について（9月分）
17,460

経済戦略局 南港市場 平成26年10月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（９月分）
4,900

経済戦略局 南港市場 平成26年10月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用新聞購読経費の支出について（７～９月分）
25,638

経済戦略局 南港市場 平成26年10月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用カラーデジタル複合機コピー代の支出について（９月分）
31,359

経済戦略局 南港市場 平成26年10月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用透明ビニルシート外１４点の購入経費の支出について
299,160

経済戦略局 南港市場 平成26年10月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用ステンレス板外９点の購入経費の支出について
115,258

経済戦略局 南港市場 平成26年10月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用高分子凝集剤上半期買入（概算契約）の実施及び所要経費の支出について（完納）
214,812

経済戦略局 南港市場 平成26年10月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用苛性ソーダ上半期買入（概算契約）の実施及び所要経費の支出について（完納）
65,759

経済戦略局 南港市場 平成26年10月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用塩外２点の購入経費の支出について
412,020

経済戦略局 南港市場 平成26年10月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 市場管理用全日本牛枝肉コンクール名誉賞カップ他16点の購入経費の支出について
170,197

経済戦略局 南港市場 平成26年10月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用新聞購読経費の支出について（７～９月分）
12,111

経済戦略局 南港市場 平成26年10月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　燃料費 施設管理用灯油第２四半期買入（概算契約）の実施及び所要経費の支出について（９月分）
474,660

経済戦略局 南港市場 平成26年10月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成２６年度大阪市中央卸売市場南港市場焼却処理施設運転管理業務委託の実施及び所要経費の支出について（９月分）
1,262,520

経済戦略局 南港市場 平成26年10月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成２６年度大阪市中央卸売市場南港市場汚水処理施設運転管理業務委託（その２）の実施及び所要経費の支出について（９月分）
1,398,600

経済戦略局 南港市場 平成26年10月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場市場施設衛生管理業務委託費の支出について（９月分）
824,399

経済戦略局 南港市場 平成26年10月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用カラープリンタ長期借入経費の支出について（９月分）
1,680

経済戦略局 南港市場 平成26年10月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用ファクシミリ機器長期借入経費の支出について（９月分）
11,383

経済戦略局 南港市場 平成26年10月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（９月分）
10,849

経済戦略局 南港市場 平成26年10月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（９月分）
3,126

経済戦略局 南港市場 平成26年10月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（９月分）
58,830

経済戦略局 南港市場 平成26年10月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 原材料費　工事材料費 施設管理用ステンレス板外９点の購入経費の支出について
143,942

経済戦略局 南港市場 平成26年10月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用工業用水道の支払いについて（9月分）
471,312

経済戦略局 南港市場 平成26年10月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用下水道料金の支払いについて（9月分）
7,721,235

経済戦略局 南港市場 平成26年10月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場ボイラー設備運転管理業務委託の実施及び同経費の支出について（９月分）
1,392,120

経済戦略局 南港市場 平成26年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場バス運行業務委託（概算契約）の支出について（９月分）
967,680

経済戦略局 南港市場 平成26年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）の支出について（９月分）
2,292,948

経済戦略局 南港市場 平成26年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場施設警備業務委託の実施及び経費の支出について（９月分）
3,197,880

経済戦略局 南港市場 平成26年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場自動体外式除細動器（AED)一式長期借入契約の所要経費の支出について（９月分）
4,968

経済戦略局 南港市場 平成26年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用塩化第２鉄上半期買入（概算契約）の実施及び所要経費の支出について（９月分）
194,835

経済戦略局 南港市場 平成26年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用ウェルソー４０４外６点の購入経費の支出について
470,880

経済戦略局 南港市場 平成26年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用銃砲火薬の購入経費の支出について（9月分）
149,688

経済戦略局 南港市場 平成26年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 市場運営用会議室（大会議室）電話料金の支出について（9月分）
4,132

経済戦略局 南港市場 平成26年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 市場運営用北門守衛所電話料金の支出について（9月分）
14,176

経済戦略局 南港市場 平成26年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 市場運営用資材庫電話料金の支出について（9月分）
1,094

経済戦略局 南港市場 平成26年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場技術職員作業衣等洗濯業務委託費の支出について（9月分）
258,249

経済戦略局 南港市場 平成26年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 南港市場産業廃棄物（ばいじん） 終処分にかかる所要経費の支出について（第6回）
16,632

経済戦略局 南港市場 平成26年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 南港市場産業廃棄物（燃え殻） 終処分にかかる所要経費の支出について（第6回）
16,632
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経済戦略局 南港市場 平成26年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場解体室等清掃業務委託費の支出について（9月分）
5,177,429

経済戦略局 南港市場 平成26年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用南港市場牛内臓処理等業務委託の実施及び同経費の支出について（第2四半期分）
7,494,000

経済戦略局 南港市場 平成26年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（動物系固形不要物・汚泥）処分業務委託費の支出について（9月分）
4,684,651

経済戦略局 南港市場 平成26年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用南港市場豚内臓処理等業務委託の実施及び同経費の支出について（9月分）
830,550

経済戦略局 南港市場 平成26年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場雑排水管設備等清掃等業務委託費の支出について（9月分）
1,726,920

経済戦略局 南港市場 平成26年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用南港市場牛頭部粉砕業務委託の実施及び同経費の支出について（9月分）
358,020

経済戦略局 南港市場 平成26年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（燃え殻・ばいじん）収集運搬業務委託費の支出について（9月分）
38,880

経済戦略局 南港市場 平成26年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（動物系固形不要物・汚泥）収集運搬業務委託費の支出について（9月分）
1,079,741

経済戦略局 南港市場 平成26年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 備品購入費　機械器具費 施設管理用濁度・ＳＳ・汚泥界面計外２点の購入経費の支出について
707,400

経済戦略局 南港市場 平成26年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 備品購入費　機械器具費 施設管理用ウェルソー４０４外６点の購入経費の支出について
263,520

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年10月08日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 特別区設置協定書作成後の状況説明にかかる出張旅費の支出について（平成26年９月25日）
57,984

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年10月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 大阪府市大都市局事務用　市内等出張交通費の支出について（８月分）
75,049

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（6月分）
126,682

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（4月分その2）
114,169

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（7月分）
61,110

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（6月分）
190,838

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（6月分）
71,256

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（4月分その2）
151,010

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（4月分その2）
49,101

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　費用弁償 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（6月分）
33,824

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　費用弁償 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（4月分その2）
65,228

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　費用弁償 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（6月分）
35,732

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　費用弁償 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（7月分）
31,120

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　費用弁償 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（4月分その2）
67,042

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　費用弁償 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（6月分）
81,314

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　費用弁償 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（4月分その2）
23,130

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　毎日新聞他１点の購入経費の支出について【７～９月分】
25,638

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン借入経費の支出について（長期借入）【９月分】
225,915

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年10月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン（２７台）借入経費の支出について（長期借入）【９月分】
38,969

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　筆耕翻訳料 大阪府・大阪市特別区設置協議会会議内容及び大阪府市統合本部会議内容等の録音反訳業務に係る経費の支出について（概算契約）【第9回支払い】
18,900

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年10月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　通信運搬費 大阪府市大都市局事務用　料金後納郵便経費の支出について（９月分）
15,370

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅳ　7080 CPS）代の支出について（９月分）
66,997

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅳ　7080CPS）代の支出について（９月分）
79,578

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅳ　C4470）代の支出について（９月分）
22,103

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅲ　5000CPS）代の支出について（９月分）
51,801

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　通信運搬費 大阪府市大都市局広報事務用　無線通信経費の支出について（９月分）
3,693

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（ApeosPort-Ⅱ6000）代の支出について（９月分）
1,719

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年10月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　一般事務物品の購入経費の支出について
66,050


