
平成26年度（平成26年11月）　公金支出情報

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

総務局 公文書館 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　印刷製本費 公文書館管理事務用大阪市公文書館秋の展示用パネルの作成経費の支出について
63,504

総務局 公文書館 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　其他委員等旅費 公文書館管理事務用「平成２６年度アーカイブズ研修Ⅲ」後期への出席にかかる出張旅費の支出について
63,960

総務局 公文書館 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　建物修繕料 公文書館管理用受水槽用ボールタップの取替にかかる経費の支出について
23,112

総務局 公文書館 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 公文書館運営用のり付パネルほか２点の購入経費の支出について
61,452

総務局 公文書館 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公文書館維持管理用清掃業務委託にかかる経費の支出について（１０月分）
123,120

総務局 公文書館 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 公文書館事務用　コピー代の支出について（１０月分）
6,213

総務局 公文書館 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公文書館施設管理用機械警備等業務委託料の支出について（１０月分）
6,480

総務局 総務課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 負担金、補助及交付金　分担金 指定都市関係事務に係る平成26年度指定都市市長会分担金（10月請求分）の支払いについて（下半期）
1,950,000

総務局 総務課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　建物修繕料 庁舎設備管理事務用　大阪市役所本庁舎非常放送設備修繕にかかる所要経費の支出について
227,880

総務局 総務課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 指定都市関係事務用　指定都市市長会・中核市市長会・全国特例市市長会勉強会の出席に係る出張旅費の支出について
29,240

総務局 総務課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 庁舎管理事務用　不当労働行為事件（組合事務所貸与）の調査に伴う出頭にかかる経費の支出について
57,800

総務局 総務課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 指定都市関係事務用　第38回指定都市市長会議等の出席に係る出張旅費の支出について
58,800

総務局 総務課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 地方分権改革推進事務用　道州制推進知事・指定都市市長連合第５回総会等の出席に係る出張旅費の支出について
29,240

総務局 総務課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」の開催及び同経費の支出について（第53回）
95,060

総務局 総務課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」の開催及び同経費の支出について（第53回）
840

総務局 総務課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 負担金、補助及交付金　補助金 団体助成事業用　平成26年度北方領土返還運動推進大阪府民会議に対する補助金の支出について
180,000

総務局 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 指定都市関係事務に係る職員公舎用建物賃借の不動産賃借料の支出について（平成２６年１２月分）
131,000

総務局 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市長会関係業務用　平成26年度大阪府市長会分担金の支出について
2,038,000

総務局 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 他都市調査（新潟市）にかかる出張経費の支出について（ICT活用推進用）
50,040

総務局 総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 庁舎設備管理事務用　携帯型簡易無線機用イヤホンほか６点買入にかかる経費の支出について
108,756

総務局 総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　食糧費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
900

総務局 総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　印刷製本費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
80

総務局 総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
360

総務局 総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
904

総務局 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎警備業務委託にかかる経費の支出について（10月分）
655,510

総務局 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務（害虫駆除含む）委託にかかる経費の支出について（10月分）
320,968

総務局 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務（害虫駆除含む）委託にかかる経費の支出について（10月分）
13,154

総務局 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎警備業務委託にかかる経費の支出について（10月分）
4,630,880

総務局 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務（害虫駆除含む）委託にかかる経費の支出について（10月分）
2,296,758

総務局 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理事務用　自動体外式除細動器の長期借入経費の支出について（10月分）
6,720

総務局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎電気使用料の支出について（10月分）
12,875,966

総務局 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎設備管理事務用　大阪市役所本庁舎昇降機設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（10月分）
1,343,520

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
783,010

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
102,010

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
16,140

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成22年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（10月分）
267,553

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成23年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（10月分）
57,251

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
2,920

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
1,640

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
3,620

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
38,330

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（１０月分）
10,524

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 地方分権改革推進事務用　第50回関西広域連合委員会等の出席に係る出張旅費の支出について
10,080

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（１０月分）
91,174

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
2,120

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
2,760

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（10月分）
39,523

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
2,011,026
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総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成22年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（10月分）
231,613

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成23年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（10月分）
22,634

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用端末機等（視覚障がい者用）長期借入にかかる経費の支出について（10月分）
56,894

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
5,660

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
73,970

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
14,660

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
15,640

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
5,890

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
20,370

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
6,030

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
5,080

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
840

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
17,060

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
25,390

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
87,030

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
21,060

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
21,360

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
267,600

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
10,810

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
48,300

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
14,660

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
2,120

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
77,460

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
57,610

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
10,570

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
13,440

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
6,600

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
9,660

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
52,720

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
35,320

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
50,310

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
21,780

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
7,000

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
9,860

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
17,280

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
8,510

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
28,760

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
50,590

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
11,730

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
157,200

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
22,880

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
19,240

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
605,140

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
7,040

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
4,080

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
3,560

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
6,320

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
74,280
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総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
6,540

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
21,560

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
13,950

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
11,750

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
20,480

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
22,580

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
33,530

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
33,940

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
20,820

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
72,540

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
488,700

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
8,320

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
15,090

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
289,200

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
8,480

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
4,520

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
32,640

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
9,740

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
1,740

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
7,140

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
9,480

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
17,160

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 工業研究所費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
5,750

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
6,560

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
7,950

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
20,180

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
21,490

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
5,520

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
65,240

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
2,880

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
31,440

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
31,780

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
11,380

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
6,880

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
51,580

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
14,670

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
147,110

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
88,930

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
20,200

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
80,080

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
8,730

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
8,870

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
16,070

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
115,150

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
435,540

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
45,580

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
228,010

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
14,444
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総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
107,300

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
22,860

総務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
2,260

総務局 総務課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
23,670

総務局 総務課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
5,920

総務局 総務課 平成26年11月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
50,160

総務局 総務課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
4,880

総務局 総務課 平成26年11月28日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その２）
8,640

総務局 総務課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
5,540

総務局 総務課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（8～9月分　その１）
28,900

総務局 行政課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第222回大阪市個人情報保護審議会委員報酬の支出について
142,590

総務局 行政課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費
情報公開・個人情報保護業務用書籍「行政不服審査事務提要」及び「自治体法律顧問シリーズＱ＆Ａ地方公務員のための訴訟百科」（追録）の購入に係る経費の支出につ
いて 46,286

総務局 行政課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　手数料 訴訟事務用立替実費（印紙代及び登記簿謄本取得手数料）の支出について
168,000

総務局 行政課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　手数料 訴訟事務用立替実費（印紙代及び登記簿謄本取得手数料）の支出について
2,400

総務局 行政課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 文書管理システム事務用文書管理システム運用保守業務委託にかかる経費の支出について（上半期分）
53,218,728

総務局 行政課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 情報公開制度に係る法律相談料の支出について(９月分)
10,800

総務局 行政課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 文書交換所事務用大阪市文書逓送業務委託に係る経費の支出について（４～９月分）
8,461,750

総務局 行政課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第221回大阪市情報公開審査会委員報酬の支出について
142,590

総務局 行政課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用行政判例集成行政法総則編ほか１３点買入にかかる経費の支出について（9月分）
214,709

総務局 行政課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用現行法規総覧ほか８点買入にかかる経費の支出について（9月分）
51,605

総務局 行政課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用第２回法規問題研究会にかかる経費の支出について（10月27日分）
34,200

総務局 行政課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 平成26年度市民情報プラザ窓口案内等業務委託経費の支出について（10月分）
279,000

総務局 行政課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 市民情報プラザ事務処理端末の賃貸借に係る経費の支出について（平成26年10月分）
7,560

総務局 行政課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用新版執行・保全手続実務録ほか９点買入にかかる経費の支出について（10月分）
7,673

総務局 行政課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 法規事務用法律総合オンラインサービス使用にかかる経費の支出について（10月分）
49,766

総務局 行政課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 文書管理システム事務用文書管理システム用サーバ機等一式長期借入に係る経費の支出について（10月分）
8,861,400

総務局 行政課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 任用事務用職員採用試験に係る試験官交通費の支出について（平成26年10月12日(日)実施分）
440

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（着手金）
324,000

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（謝金）
108,000

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用第３回法規問題研究会にかかる経費の支出について（11月17日分）
34,200

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（着手金）
216,000

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（着手金）
648,000

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（着手金）
540,000

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（着手金）
108,000

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（着手金）
864,000

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（着手金）
756,000

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（謝金）
216,000

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（着手金）
216,000

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（着手金）
108,000

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（謝金）
54,000

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（謝金）
324,000

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（謝金）
54,000

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（謝金及び着手金）
21,600

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（謝金）
162,000

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（着手金）
54,000

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（着手金）
54,000

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（謝金）
216,000

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（着手金）
324,000
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総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（着手金）
324,000

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（着手金）
324,000

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（着手金）
216,000

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（謝金）
162,000

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（着手金及び謝金）
162,000

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（謝金）
108,000

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（着手金）
108,000

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（着手金）
324,000

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 法規事務用市内出張交通費の支出について（10月分）
2,420

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 文書事務用市内出張交通費の支出について（10月分）
8,064

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書交換所事務用　コピー代の支出について（10月分）
741

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書管理事務用　コピー代の支出について（10月分）
1,177

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公報発行事務用大阪市公報の発行に係る経費の支出について（１０月分）
274,730

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 文書交換所事務用大阪市文書逓送業務委託に係る経費の支出について（10月分）
1,489,268

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（謝金）
108,000

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬及び郵券代金等（立替実費）の支出について
216,000

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　印刷製本費 訴訟事務用弁護士報酬及び郵券代金等（立替実費）の支出について
4,430

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 訴訟事務用弁護士報酬及び郵券代金等（立替実費）の支出について
3,678

総務局 行政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　手数料 訴訟事務用弁護士報酬及び郵券代金等（立替実費）の支出について
150

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 報償費　報償金 社会保障・税番号制度にかかる対応支援業務委託に関する選定委員会における報償金の支出について（第2回）（IT基盤管理用）
16,005

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 報償費　報償金
第1回「大阪市情報通信ネットワーク提供サービス再構築に係る調達仕様策定等支援業務委託」総合評価一般競争入札検討会議に係る経費の支出について（IT基盤管理
用） 33,310

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 報償費　報償金 社会保障・税番号制度にかかる対応支援業務委託に関する選定委員会における報償金の支出について（第2回）（IT基盤管理用）
16,005

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 電算消耗品（ＦＤ・ＣＤ版市町村役場便覧）の購入にかかる経費の支出について（IT基盤管理用）
324,000

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局４）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１０月分）
1,584

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局３）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１０月分）
1,774

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 ソフトウェアライセンス管理システムサーバ機及び周辺装置　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１０月分）
26,460

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 大阪市ホームページCMS用機器（再リース）の賃貸借にかかる経費の支出について（１０月分）
241,855

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器【区役所分】（総務局）一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１０月分）
1,310

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局１）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１０月分）
3,073

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局２）一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１０月分）
1,042

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局４）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１０月分）
770

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 クラウド型Web会議サービス提供　一式　長期継続にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１０月分）
24,840

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１０月分）
1,549

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局２）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１０月分）
1,857

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局２）一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１０月分）
3,291

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル（総務局行政部部分）入退館管理等施設警備業務の経費の支出について（１０月分）
1,177,783

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１０月分）
8,836

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル（総務局行政部専有部分）昇降機設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１０月）
63,180

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワークファイルサーバ用機器等一式にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１０月分）
1,016,280

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局３）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１０月分）
1,159

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１０月分）
4,660

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１０月分）
667

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１０月分）
1,063

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１０月分）
29,199

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１０月分）
4,175

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスに係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１０月分）
196,646

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市インターネット基盤における公開系システム向け通信サービスに係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１０月分）
25,056

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（１０月分）
2,927,599
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総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 ＩＣＴを活用した業務改善用　タブレット端末使用料の支出について（10月分）
46,884

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 ＩＴ基盤管理用　庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム検証用Androidタブレット利用料の経費支出について（１０月分）
3,843

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム検証用iPad利用料の支出について(ＩＴ基盤管理用）10月分
15,641

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 インターネット接続用ネットワークサービス及び内部情報系システム等ハウジングサービス業務委託にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１０月分）
3,935,088

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１０月分）
4,720,680

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムセンタープリンタ等（2）長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１０月分）
3,017,520

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 業務系及び庁内情報ネットワーク用電子計算機組織一式　借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理）（１０月分）
17,708,902

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 共通汎用機組織一式借入にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１０月分）
16,560,936

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（１０月分）
578,846

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 共通汎用機組織一式借入にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１０月分）
4,731,696

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（１０月分）
289,425

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 共通汎用機組織一式借入にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１０月分）
2,365,848

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　ＩＰ電話による通信料金の支出について(１０月分）
52,525

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 ＩＴ基盤管理用　大阪市ホームページ直接アクセス用インターネット回線使用料の支出について（１０月分）
7,527

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 IT適正利用推進用　平成26年度情報セキュリティ研修業務委託にかかる経費の支出について
982,800

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 平成２６年度センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託（単価契約）にかかる経費の支出について（１０月分）
6,250

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（１０月分）
19,552

総務局 ＩＴ統括課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　手数料 総合行政ネットワークASP接続に係る経費の支出について（コンビニ交付）（IT基盤管理用）
118,800

総務局 監察課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 監察関係事務用コピー代金の支出について（９月分）
32,149

総務局 監察課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 監察関係事務用法律意見書作成に係る報酬の支出について
388,800

総務局 監察課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 監察関係事務用市内出張交通費の支出について（７月・９月分）
13,904

総務局 監察課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公益通報に係る外部通報窓口設置運営業務の委託にかかる経費の支出について（第２四半期分）
162,000

総務局 監察課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 「平成26年度コンプライアンス研修（グループ討論型）」にかかる委託経費の支出について
2,015,424

総務局 監察課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 監察関係事務用法律意見書作成に係る報酬の支出について
54,000

総務局 監察課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市公正職務審査委員会委員報酬の支出について（10月開催分）
285,180

総務局 監察課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 監察関係事務用コピー代金の支出について（10月分）
30,521

市民局 総務課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 建物等新築届出書・住居番号変更等申出書外３点印刷の実施及び同経費の支出について（完成払・区役所住民情報担当事務用）
158,733

市民局 総務課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 戸籍先例全集外２点買入及び同経費の支出について（第２回中間払・住民情報担当事務用）
199,944

市民局 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 総務一般事務用市内等出張交通費（8月分）の支出について
4,762

市民局 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター事務用　ファックス付コピー代金の支出について（９月分）
2,796

市民局 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 大阪市サービスカウンター事務用　コピー代金の支出について（９月分）
27,479

市民局 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（９月分）
173,151

市民局 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 天王寺サービスカウンターにおける不動産賃借の実施及び同経費の支出について（９月分）
885,793

市民局 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 大阪市サービスカウンター事務用　コピー代金の支出について（９月分）
2,469

市民局 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（９月分）
17,315

市民局 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 天王寺サービスカウンターにおける不動産賃借の実施及び同経費の支出について（９月分）
88,579

市民局 総務課 平成26年11月10日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 財産管理用：もと人権文化センターに係る電話料金（１０月分）の支出について
20,523

市民局 総務課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 平成26年度指定都市住居表示連絡協議会定例会議にかかる会議費の支出について
2,000

市民局 総務課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 難波サービスカウンター維持管理費　光熱水費の支出について（上半期）
3,153

市民局 総務課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 難波サービスカウンター維持管理費　光熱水費の支出について（上半期）
210,697

市民局 総務課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 難波サービスカウンター維持管理費　光熱水費の支出について（上半期）
5,446

市民局 総務課 平成26年11月12日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 難波サービスカウンター維持管理費　光熱水費の支出について（上半期）
26,337

市民局 総務課 平成26年11月12日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 難波サービスカウンター維持管理費　光熱水費の支出について（上半期）
394

市民局 総務課 平成26年11月12日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 難波サービスカウンター維持管理費　光熱水費の支出について（上半期）
681

市民局 総務課 平成26年11月12日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 もと南方人権文化センター外１カ所に関する石綿含有建材使用状況調査業務にかかる委託料の支出について
442,800

市民局 総務課 平成26年11月13日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと西成人権文化センターに係る電気料金（高圧電力・１０月分）の支出について
42,877

市民局 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金について（平成26年10月分1回目）
82

市民局 総務課 平成26年11月14日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金について（平成26年10月分1回目）
7,948
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市民局 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 戸籍情報システム運用保守業務委託経費の支出について（９月分）
7,854,300

市民局 総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 平成２７年版戸籍実務六法の購入及び同経費の支出について（完成払・住民情報担当事務用）
136,500

市民局 総務課 平成26年11月20日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと南方人権文化センターに係る電気料金（高圧電力・１０月分）の支出について
30,171

市民局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 第４５回部落解放・人権夏期講座への参加にかかる出張経費の支出について
11,700

市民局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（１０月分）
1,790

市民局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（１０月分）
2,858

市民局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（１０月分）
179

市民局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（１０月分）
286

市民局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 証明書コンビニ交付サービスにかかるシステム確認試験実施に伴う出張旅費の支出について
37,060

市民局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公的個人認証システム用鍵ペア生成装置借入にかかる経費の支出について（10月分）
208,116

市民局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用サーバ・クライアント・プリンタ及び周辺機器一式の借入経費の支出について（１０月分）
530,593

市民局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用Ｔｈｉｎクライアント一式の借入経費の支出について（１０月分）
502,286

市民局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（プリンタ）長期借入経費の支出について（１０月分）
44,755

市民局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（プリンタ）長期借入経費の支出について（１０月分）
29,268

市民局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 証明書発行用システム機器長期借入経費の支出について（１０月分）
856,380

市民局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム機種更新にかかる端末機器一式長期借入にかかる経費の支出について（10月分）
398,520

市民局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（プリンタ）長期借入経費の支出について（１０月分）
62,208

市民局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公的個人認証端末及び周辺機器の借入にかかる経費の支出について（10月分）
81,000

市民局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム機器用共通ソフトウェア一式借入にかかる経費の支出について（10月分）
1,383,436

市民局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム用端末機等一式借入にかかる経費の支出について（再リース・10月分）
1,650,240

市民局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム用サーバ等機器一式借入にかかる経費の支出について（再リース・10月分）
3,115,044

市民局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用ネットワークスキャナ一式の借入経費の支出について
8,704

市民局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用プリンタ一式借入経費の支出について（１０月分）
147,722

市民局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム機種更新にかかるサーバ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（10月分）
300,240

市民局 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　印刷製本費 コンビニエンスストアにおける各種証明書発行サービス利用案内周知用ポスターの作成業務の実施及び同経費の支出について
88,508

市民局 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　印刷製本費 コンビニエンスストアにおける各種証明書発行サービス利用案内周知用ポスターの作成業務の実施及び同経費の支出について
851

市民局 総務課 平成26年11月26日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと加島人権文化センターに係る電気料金（定額電灯・10月分）の支出について
305

市民局 総務課 平成26年11月26日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと加島人権文化センターに係る電気料金（従量電灯Ａ・10月分）の支出について
817

市民局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン等機器一式　借入にかかる経費の支出について（１０月分）
26,892

市民局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市民局庁内情報利用パソコン等（視覚障がい者用）長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
36,666

市民局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　（１０月分）
27,455

市民局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　③（１０月分）
42,262

市民局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　④（カラープリンタ）（１０月分）
22,334

市民局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　⑥（１０月分）
119,432

市民局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　①（１０月分）
180,826

市民局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　地方公共団体契約実務ハンドブック（129～132号）の購入にかかる経費の支出について
8,112

市民局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　地方財政関係質疑応答集（297-306）の購入にかかる経費の支出について
21,920

市民局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　契約実務の要点（追録６６～６８号）の購入にかかる経費の支出について
6,027

市民局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　地方財務実務提要追録（517号～518号）の購入にかかる経費の支出について
4,526

市民局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ＦＡＸコピー代の支出について（１０月分）
2,831

市民局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（10月分）
3,990

市民局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民交流センター費 旅費　普通旅費 施設管理グループ　一般事務用　市内出張交通費の支出について（７月分）
22,073

市民局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民交流センター費 旅費　普通旅費 施設管理グループ　一般事務用　市内出張交通費の支出について（６月分）
5,620

市民局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民交流センター費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（10月分）
396

市民局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（10月分）
482

市民局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（10月分）
3,684

市民局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（10月分）
1,471

市民局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（10月分）
3,341



平成26年度（平成26年11月）　公金支出情報

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

市民局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（10月分）
6,072

市民局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（10月分）
56,346

市民局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（10月分）
880

市民局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（10月分）
362

市民局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（10月分）
2,480

市民局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（10月分）
82

市民局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（10月分）
3,260

市民局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（10月分）
1,020

市民局 消費者センター 平成26年11月05日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　使用料 消費者行政活性化用多重債務相談会・賃貸住宅相談会に係る会場使用料の支出について（11月5日分）
16,800

市民局 消費者センター 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（１０月９日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（１０月９日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用ＦＡＸコピー代の支出について（本庁　平成26年9月分）
219

市民局 消費者センター 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用ＦＡＸコピー代の支出について（消費者センター　平成26年9月分）
5,908

市民局 消費者センター 平成26年11月10日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　使用料 消費者行政活性化用多重債務相談会・賃貸住宅相談会に係る会場使用料の支出について（11月10日分）
10,100

市民局 消費者センター 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（10月15日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（10月15日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（10月15日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（10月8日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 使用料及賃借料　使用料 エルちゃんの“わん”デー講座（１１月２０日開催分）にかかる会場使用料の支出について（各種講座用）
23,700

市民局 消費者センター 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用ＮＢＬ購入経費の支出について（10月発刊分）
2,851

市民局 消費者センター 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 コンピュータ関係費用庁内情報通信サービス提供経費の支出について（9月分）
6,998

市民局 消費者センター 平成26年11月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 負担金、補助及交付金　会費 消費者行政活性化用平成２６年度消費生活相談員研修専門・事例講座⑥に係る受講料の支出について
1,460

市民局 消費者センター 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（１０月９日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 委託料　委託料 施設維持管理用平成26年度大阪市消費者センター事務所内清掃業務委託にかかる経費の支出について
81,291

市民局 消費者センター 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（１０月２０日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（6月30日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（11月分）
15,800

市民局 消費者センター 平成26年11月20日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　使用料 消費者行政活性化用多重債務相談会・賃貸住宅相談会に係る会場使用料の支出について（11月20日分）
10,100

市民局 消費者センター 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（職員９月１部）
11,604

市民局 消費者センター 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用読売新聞購読料の支出について（平成26年7月分～平成26年9月分）
12,111

市民局 消費者センター 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（１０月６日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成26年10月分）
2,496

市民局 消費者センター 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成26年10月分）
98,648

市民局 消費者センター 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成26年10月分）
168,399

市民局 消費者センター 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成26年10月分）
4,860

市民局 消費者センター 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 使用料及賃借料　不動産賃借料 施設維持管理用消費者センター事務所部分賃借料の支出について（平成26年度）（12月分）
7,613,437

市民局 消費者センター 平成26年11月25日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　使用料 消費者行政活性化用多重債務相談会・賃貸住宅相談会に係る会場使用料の支出について（11月25日分）
16,800

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

市民局 消費者センター 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 委託料　委託料 啓発展示用大阪市消費者センター展示・啓発コーナー情報提供業務における従事者派遣業務（平成２６年７月～平成２７年３月分）費用の支出について（９月分）
104,404

市民局 消費者センター 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 負担金、補助及交付金　分担金 「消費者支援施策の府・市連携事業」の大阪市負担金にかかる分担金の支出について（第2四半期分）
1,530,250

市民局 消費者センター 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 負担金、補助及交付金　分担金 「消費者支援施策の府・市連携事業」の大阪市負担金にかかる分担金の支出について（第2四半期分）
447,000

市民局 消費者センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　其他委員等旅費 消費生活相談用市内等出張交通費の支出について（相談員10月分1部）
1,500

市民局 消費者センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について（10月分）
15,631

市民局 消費者センター 平成26年11月28日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　其他委員等旅費 消費者行政活性化用市内等出張交通費の支出について（相談員10月分2部）
1,595

市民局 人権企画課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 犯罪被害者等支援用 平成26年度第２回「いのちの大切さを伝える」講演会にかかる報償金の支出について
17,460

市民局 人権企画課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報酬　其他委員等報酬
大阪市人権施策推進審議会第１回「憎悪表現（ヘイトスピーチ）」に対する大阪市としてとるべき方策検討部会の開催にかかる其他委員等報酬及び費用弁償の支出につい
て 94,575

市民局 人権企画課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　費用弁償
大阪市人権施策推進審議会第１回「憎悪表現（ヘイトスピーチ）」に対する大阪市としてとるべき方策検討部会の開催にかかる其他委員等報酬及び費用弁償の支出につい
て 3,440

市民局 人権企画課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 人権問題情報収集用自由同和会平成26年度幹部研修会への出席に係る資料代の支出について
3,000
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市民局 人権企画課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 人権情報収集用　平成２６年度全日本同和会近畿地区連合会研修大会への参加資料代の支出について
4,000

市民局 男女共同参画課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 庁内回線利用料の支出について（９月分・配偶者暴力相談支援用）
6,998

市民局 男女共同参画課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（８月分）
41,016

市民局 男女共同参画課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　普通旅費 「女性に対する暴力被害者支援のための官官・官民連携促進ワークショップ事業（企画行政職向けワークショップ）」への出席及び同所要経費の支出について
38,000

市民局 男女共同参画課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金の支出について（10月分・配偶者暴力相談支援用）
1,312

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 啓発事務用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
12,130

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 平成26年度　第１回人権啓発事業効果検証会議の実施に係るアドバイザー謝礼の支出について
52,680

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 平成26年度「人権の花」運動実施にかかるプランター外2点（大阪市立大淀小学校外24箇所）買入における消耗品費の支出について
390,500

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 平成26年度　人権に関する若者と連携した参加・参画型事業の委託業者選定委員会にかかる謝礼金の支出について
88,040

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 平成26年度　人権に関する作品募集事業における作品選考委員会にかかる謝礼金の支出について
19,360

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 啓発事務用　市内等出張交通費の支出について（６月分）
14,263

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電子複写機消耗品代の支出について（１０月分）
29,237

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発用　人権啓発情報誌アンケート回収にかかる郵便後納料金の支出について（10月請求分）
5,044

市民局 人権啓発・相談センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用郵便後納料金の支出について（10月分）
8,796

市民局 雇用・勤労施策課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 旅費　普通旅費 雇用・勤労施策用　９月分市内等出張交通費の支出について
14,956

市民局 政策支援担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成26年9月分政策支援グループ一般事務用市内出張交通費の支出について
2,966

市民局 調整担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成26年10月分　調整担当一般事務用市内出張交通費の支出について
1,200

市民局 調整担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 点字自動読取装置にかかる墨字印刷用インクジェットカートリッジの買入にかかる支出について
480,600

市民局 調整担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 点字自動読取装置にかかる点字プリンタ用紙買入にかかる支出について（1回目）
163,404

市民局 調整担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 点字プリンタ等一式長期借入（H25～H30）にかかる使用料の支出について（10月分）
435,750

市民局 調整担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 点字プリンタ等一式長期借入（H26～福島区役所外１箇所）にかかる使用料の支出について（10月分）
47,304

市民局 業務改革担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　食糧費 平成26年度第4回区役所住民情報業務等委託事業者選定会議にかかる食糧費（4名分）の支出について
400

市民局 業務改革担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 ナイター法律相談（平成２６年１１月）における会場使用料の支出について
16,800

市民局 業務改革担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報償費　報償金 平成26年度第4回　区役所住民情報業務等委託事業者選定会議にかかる委員謝礼の支出について
66,000

市民局 業務改革担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報償費　報償金 平成26年度家庭問題相談事業にかかる相談員報償金の支払いについて（10月分）
91,000

市民局 業務改革担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成26年10月分　業務改革グループ一般事務用市内出張交通費の支出について
5,936

市民局 業務改革担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 平成26年度大阪市民ナイター法律相談・日曜法律相談補助業務従事者派遣にかかる業務委託料の支出について（10月分）
26,082

市民局 地域資源担当 平成26年11月11日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 地域力向上のための講師派遣制度に係る講師謝礼金の支出について（１０月７日、総合生涯学習センター分）
50,460

市民局 市民活動担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　食糧費 第８回市民活動に係る提言策定ワーキング部会にかかる食糧費（１名分）の支出について
100

市民局 市民活動担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報酬　其他委員等報酬 第８回　市民活動に係る提言策定ワーキング部会にかかる委員報酬（４名分）の支出について
64,020

市民局 市民活動担当 平成26年11月14日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 飯山市姉妹都市提携40周年記念事業にかかる委託料の支払いについて
117,720

市民局 市民活動担当 平成26年11月19日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 長野県飯山市との姉妹都市提携40周年記念行事にかかる指揮者・演奏者への報償金（２名分）の支出について
39,900

市民局 市民活動担当 平成26年11月20日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　使用料 長野県飯山市との姉妹都市提携40周年記念行事(ランチタイム合唱コンサート)にかかる著作権料の支払いについて
1,890

市民局 市民活動担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　消耗品費 市民活動グループ用コピー代金の支出について（10月分）
6,649

市民局 市民活動担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 クリック募金にかかるホスティングサーバ使用料（１０月分）の支出について
10,079

市民局 地域安全担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 旅費　普通旅費 平成２６年度都道府県・政令指定都市交通安全対策主管課(室)長会議への出席について（日帰り）
29,240

市民局 地域安全担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　印刷製本費 交通安全事業用　「自転車マナーアップ強化月間　駅前クリーンキャンペーン」周知ポスターの作製経費の支出について
48,600

市民局 地域安全担当 平成26年11月12日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 客引き行為等適正化指導員帽子の買入並びに同経費の支出について
19,656

市民局 地域安全担当 平成26年11月21日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 大阪市客引き行為等の適正化に関する条例にかかる地図データの作成及び同経費の支出について
21,600

市民局 地域安全担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 委託料　委託料 平成26年度指定区における夜間の青色防犯パトロール業務委託（平成26年7月～平成27年3月）に係る経費の支出について（１０月分）
5,552,820

市民局 地域安全担当 平成26年11月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　其他委員等旅費 客引き行為等適正化指導員にかかる市内出張交通費の支出について（平成26年10月分）
95,340

市民局 地域安全担当 平成26年11月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 街頭犯罪多発地域における重点パトロール業務委託（平成26年8月～平成27年3月）の支出について（9月分）
29,415,150

財政局 財務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会用　大阪市市会議案概算印刷にかかる経費の支出について（第３回）
2,930,679

財政局 財務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　追録（地方財務実務提要　517-518）の購読及び経費の支出について
4,526

財政局 財務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　月刊「地方財政」（平成26年９月号）の買入及び経費の支出について
1,440

財政局 財務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　印刷製本費 市会用　平成25年度委託料支出一覧外３点　印刷にかかる経費の支出について
653,103

財政局 財務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　平成26年度公営企業経営状況ヒアリングの出席にかかる旅費の支出について
29,240

財政局 財務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　税財政関係特別委員長会議の出席にかかる旅費の支出について
29,020



平成26年度（平成26年11月）　公金支出情報

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

財政局 財務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　追録（早わかり公会計の手引き14-15）の購読にかかる経費の支出について
3,622

財政局 財務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 委託料　委託料 財務部事務用　平成26年度財政局OJT・職場風土改善研修等業務委託（その２）の実施に係る経費の支出について
691,200

財政局 財務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　船車賃借料 市会　決算特別委員会実地調査に係るバスの借上げ及び経費の支出について
75,600

財政局 財務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会用　自動車運送事業会計決算書外８点概算印刷にかかる経費の支出について
1,103,742

財政局 財務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会用　大阪市決算書外１点概算印刷にかかる経費の支出について
1,461,678

財政局 財務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　税財政関係特別委員会の党派別（民主党及び自由民主党）要望運動の参加にかかる旅費の支出について
37,720

財政局 財務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 財務部事務用　後納郵便料金（10月分）の支出について
547

財政局 財務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（10月分）
33,017

財政局 財務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
3,700

財政局 財務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（10月分）
104,615

財政局 財務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　カラープリンタ等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（10月分）
16,459

財政局 財務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（10月分）
1,771

財政局 財務課 平成26年11月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　通信運搬費 財務部事務用　小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
1,404

財政局 財務課 平成26年11月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（10月分）
1,771

財政局 財務課 平成26年11月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　カラープリンタ等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（10月分）
9,396

財政局 財務課 平成26年11月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（10月分）
33,482

財政局 財務課 平成26年11月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（10月分）
15,008

財政局 財源課（公債） 平成26年11月07日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
92,500,000

財政局 財源課（公債） 平成26年11月07日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 合同ＩＲ・個別訪問ＩＲに係る出張旅費の支出について
76,220

財政局 財源課（公債） 平成26年11月07日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 合同ＩＲに係る出張旅費の支出について
28,900

財政局 財源課（公債） 平成26年11月07日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年１１月７日支払分利子支払手数料の支出について
81,000

財政局 財源課（公債） 平成26年11月11日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲに係る出張旅費の支出について
58,920

財政局 財源課（公債） 平成26年11月12日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
115,000,000

財政局 財源課（公債） 平成26年11月12日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年１１月１２日支払分利子支払手数料の支出について
81,000

財政局 財源課（公債） 平成26年11月14日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
121,250,000

財政局 財源課（公債） 平成26年11月14日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（１０月分）の支出について
2,560

財政局 財源課（公債） 平成26年11月14日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年１１月１４日支払分利子支払手数料の支出について
243,000

財政局 財源課（公債） 平成26年11月17日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
103,000,000

財政局 財源課（公債） 平成26年11月17日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
56,214,646

財政局 財源課（公債） 平成26年11月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年１１月１７日支払分元利金支払手数料の支出について
162,000

財政局 財源課（公債） 平成26年11月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
339,525,000

財政局 財源課（公債） 平成26年11月18日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年１１月１８日支払分元利金支払手数料の支出について
445,500

財政局 財源課（公債） 平成26年11月19日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
156,400,000

財政局 財源課（公債） 平成26年11月19日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年１１月１９日支払分利子支払手数料の支出について
405,000

財政局 財源課（公債） 平成26年11月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
5,000,000,000

財政局 財源課（公債） 平成26年11月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
18,750,000

財政局 財源課（公債） 平成26年11月21日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
20,000,000,000

財政局 財源課（公債） 平成26年11月21日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
829,675,000

財政局 財源課（公債） 平成26年11月21日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
53,512,611

財政局 財源課（公債） 平成26年11月21日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲに係る出張旅費の支出について
10,480

財政局 財源課（公債） 平成26年11月21日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 需用費　印刷製本費 「合同ＩＲ資料印刷」に係る公募型比較見積の実施並びに同経費の支出について
60,750

財政局 財源課（公債） 平成26年11月21日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年１１月２１日支払分利子支払手数料の支出について
931,072

財政局 財源課（公債） 平成26年11月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
156,700,000

財政局 財源課（公債） 平成26年11月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
55,606,922

財政局 財源課（公債） 平成26年11月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
56,822,377

財政局 財源課（公債） 平成26年11月25日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年１１月２５日支払分利子支払手数料の支出について
364,500

財政局 財源課（公債） 平成26年11月26日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
83,300,000

財政局 財源課（公債） 平成26年11月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年１１月２６日支払分利子支払手数料の支出について
243,000
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財政局 財源課（公債） 平成26年11月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第140回共同発行市場公募地方債に係る受託・引受手数料の支出について
777,600

財政局 財源課（公債） 平成26年11月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市平成２６年第６回公募公債（５年）に係る引受手数料の支出について
36,450,000

財政局 財源課（公債） 平成26年11月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第139回共同発行市場公募地方債に係る新規記録手数料の支出について
53,904

財政局 財源課（公債） 平成26年11月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市平成２６年第６回公募公債（５年）に係る募集受託手数料の支出について
1,620,000

財政局 財源課（公債） 平成26年11月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第140回共同発行市場公募地方債に係る受託・引受手数料の支出について
21,060,000

財政局 財源課（公債） 平成26年11月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市平成２６年第６回公募公債（５年）に係る新規記録手数料の支出について
391,932

財政局 財源課（公債） 平成26年11月27日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
106,871,232

財政局 財源課（公債） 平成26年11月27日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
62,068,485

財政局 財源課（公債） 平成26年11月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 需用費　印刷製本費 「平成26年度第2回みおつくし債ポスター印刷」に係る公募型比較見積の実施並びに同経費の支出について
27,000

財政局 財源課（公債） 平成26年11月28日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
82,954,593

財政局 財源課（公債） 平成26年11月28日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
59,860,542

財政局 財源課（公債） 平成26年11月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　通信運搬費 財務部事務用金融情報閲覧用インターネット利用に係る経費の支出について（１０月分）
4,176

財政局 財源課（公債） 平成26年11月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　通信運搬費 財務部事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
690

財政局 財源課（公債） 平成26年11月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市平成２６年第７回公募公債に係る募集受託手数料の支出について
1,296,000

財政局 財源課（公債） 平成26年11月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年１１月２８日支払分元利金支払手数料の支出について
81,795

財政局 財源課（公債） 平成26年11月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市平成２６年第７回公募公債に係る引受手数料の支出について
32,400,000

財政局 財源課（公債） 平成26年11月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市平成２６年第７回公募公債に係る新規記録手数料の支出について
340,632

財政局 財源課（公債） 平成26年11月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財源調整事務用「金融情報提供サービス用パソコン等借入（再リース）」に係る経費の支出について（１０月分）
1,561

財政局 管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 大阪市税務事務システム等再構築・運用保守業務委託に係る経費の支出について（平成２６年度　第２四半期）
494,466,555

財政局 管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度（4月～12月分）総務局センター出力帳票引取り仕分け搬送業務委託（概算契約）に係る支出について（第２回／全３回）
1,501,740

財政局 管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成26年度大阪市財政局梅田市税事務所及び税務部分室　定期清掃業務委託に係る実施経費の支出について
144,180

財政局 管理課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務システム用A4カット紙（２穴）買入経費の支出について
213,937

財政局 管理課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用行政不服審査事務提要他１点の買入に係る経費の支出について
56,778

財政局 管理課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用産経新聞（４月～９月分）の買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務用官報情報検索サービス（７月分～９月分）の利用に係る経費の支出について
9,324

財政局 管理課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用　読売新聞（平成２６年４月から平成２６年９月分）（なんば市税事務所）　買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度大阪市税務事務システム及び電子申告システム運用保守等支援業務委託経費の支出について（第2四半期分）
96,661,836

財政局 管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 税証明書発行手数料等クレジット決済処理業務委託（長期継続）にかかる支出について
2,700

財政局 管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度　税務部・市税事務所における税務事務補助業務に係る労働者派遣業務の支出について（９月分）
1,141,322

財政局 管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成26年度　税務部・市税事務所における税務事務補助業務に係る労働者派遣業務の支出について（９月分）
1,240,803

財政局 管理課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 統計システム研修（Dr.Sum定期トレーニング）経費の支出について
48,600

財政局 管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　備品修繕料 庁内情報利用パソコンの修繕に係る支出について（京橋・弁天町市税事務所分）
129,600

財政局 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１０月分）
290

財政局 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１０月分）
518

財政局 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１０月分）
246

財政局 管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務システム用プリンタトナー買入（その３）にかかる経費の支出について
57,024

財政局 管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用判例時報（10/1号）外7点の買入に係る経費の支出について
35,469

財政局 管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市京橋市税事務所清掃業務委託（長期継続契約）の支出について（１０月分）
68,580

財政局 管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 京橋市税事務所（JEI京橋ビル）に係る貸室賃貸借料及び共益費の支出について（１２月分）
7,592,847

財政局 管理課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 税証明書発行手数料等クレジット入金処理業務委託にかかる手数料の支出について
552

財政局 管理課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 あべのメディックスに係る光熱水費の支出について（電気料１０月分）
193,577

財政局 管理課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市なんば市税事務所清掃業務委託経費の支出について（１０月分）
84,240

財政局 管理課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市弁天町市税事務所清掃業務委託（長期継続契約）の支出について（１０月分）
64,800

財政局 管理課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 あべのメディックス管理費及び修繕積立金（平成２６年１２月分）の支出について
1,151,955

財政局 管理課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る駐輪場利用料の支出について（１１月分）
35,380

財政局 管理課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る駐車場利用料の支出について（１２月分）
45,870

財政局 管理課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る駐輪場利用料の支出について（１１月分）
10,800

財政局 管理課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 あべのメディックス管理費及び修繕積立金（平成２６年１２月分）の支出について
307,191
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財政局 管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 梅田市税事務所に係る光熱水費の支出について（１０月分）
375,466

財政局 管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪駅前第２ビル管理費及び修繕積立金（平成２６年１１月分）の支出について
2,464,342

財政局 管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局梅田市税事務所機械警備業務委託に係る経費の支出について（１０月分）
16,200

財政局 管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪駅前第２ビル管理費及び修繕積立金（平成２６年１１月分）の支出について
817,626

財政局 管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部事務用乾式電子複写機にかかるコピー代（平成２６年10月分）の支出について
243,744

財政局 管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用建築関係ＪＩＳ要覧（追録）（326号）外1点の買入に係る経費の支出について
10,454

財政局 管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 照会事務処理センターにおけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（平成２６年10月分）
4,248

財政局 管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 あべの市税事務所に係る光熱費の支出について（１０月分）
579,634

財政局 管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局船場法人市税事務所機械警備業務委託に係る実施及び同経費の支出について（１０月分）
27,000

財政局 管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る貸室賃貸借料の支出について（１２月分）
10,934,847

財政局 管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 梅田市税事務所（大阪駅前第２ビル）に係る駐車場利用料の支出について（１２月分）
64,800

財政局 管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る駐車場利用料の支出について（11月分）
118,800

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　其他委員等旅費 税務部（管理・計理・審査・システム）嘱託職員市内出張交通費等の支出について（８月口座不能分）
1,092

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム端末機器等長期借入経費の支出について（１０月分）
467,359

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（１０月分）
9,547,848

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田外５市税事務所におけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（１０月分）
371,377

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 京橋市税事務所に係る光熱水費の支出について（９月分）
492,696

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 弁天町市税事務所に係る光熱水費の支出について（１０月分）
1,121,565

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 なんば市税事務所に係る光熱水費及び電話料金の支出について（１０月分）
753,169

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（収管分）に係る後納郵便料金の支出について（１０月分）
423,398

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成26年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（１０月分）の支出について
3,538

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（１０月分）
82,509

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所（個人市民税担当）に係る後納郵便料金の支出について（１０月分）
116,526

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（特徴分）に係る後納郵便料金の支出について（１０月分）
11,670

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所（収納対策担当）に係る後納郵便料金の支出について（１０月分）
65,331

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（収納管理担当）に係る後納郵便料金の支出について（１０月分）
8,730

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所固定資産税（土地・家屋）グループに係る後納郵便料金の支出について（１０月分）
21,534

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所に係る光熱水費及び電話料金の支出について（１０月分）
5,400

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所収納対策担当に係る後納郵便料金の支出について（１０月分）
91,103

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所軽自動車税担当に係る後納郵便料金の支出について（１０月分）
291

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所（納税担当）に係る後納郵便料金の支出について（１０月分）
16,587

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成26年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（１０月分）の支出について
2,703

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所（固定資産税担当）に係る後納郵便料金の支出について（１０月分）
10,864

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成26年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（１０月分）の支出について
2,724

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所（個人市民税担当）に係る後納郵便料金の支出について（１０月分）
102,124

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（特徴ハガキ分）に係る後納郵便料金の支出について（１０月分）
536

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成26年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（１０月分）の支出について
3,318

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（事業所分）に係る後納郵便料金の支出について（１０月分）
26,465

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所個人市民税担当に係る後納郵便料金の支出について（１０月分）
171,013

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所（固定資産税担当）に係る後納郵便料金の支出について（１０月分）
8,546

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所固定資産税担当に係る後納郵便料金の支出について（１０月分）
485

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所（市民税担当）に係る後納郵便料金の支出について（１０月分）
144,731

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所（軽自動車税担当）に係る後納郵便料金の支出について（１０月分）
1,164

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所収納対策担当に係る後納郵便料金の支出について（１０月分）
24,735

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所　固定資産税（土地・家屋）に係る後納郵便料金の支出について（１０月分）
9,797

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所（収納対策担当）に係る後納郵便料金の支出について（１０月分）
25,899

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る貸室賃貸借料の支出について（11月分）
12,080,448

財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 弁天町市税事務所（オーク２００）に係る貸室賃貸借料及び共益費の支出について（１１月分）
7,669,817
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財政局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる光熱水費等分担金の支出について（９月分）
20,733

財政局 管理課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部後納郵便料金の支出について（10月分）
20,518

財政局 管理課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（10月分）
53,519

財政局 管理課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（10月分）
68,619

財政局 管理課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（10月分）
127,041

財政局 管理課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム及び電子申告システム用端末機器等の一式長期借入経費の支出について（10月分）
4,984,200

財政局 管理課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム及び電子申告システム用サーバ機器等の一式長期借入経費の支出について（10月分）
13,527,540

財政局 管理課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（10月分）
18,160,506

財政局 管理課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局弁天町市税事務所機械警備業務委託に係る経費の支出について（１０月分）
31,968

財政局 管理課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る駐車場利用料の支出について（１２月分）
60,000

財政局 管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部分室（課税課路線価チーム）事務用乾式電子複写機にかかるコピー代（10月分）の支出について
86,539

財政局 管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部分室（システムＧ）事務用乾式電子複写機にかかるコピー代（10月分）の支出について
51,384

財政局 管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用ＯＡクリーナーほか８３点買入（財務部・税務部）に係る経費の支出について
1,036,800

財政局 管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム用サーバ機器及び端末機器用ソフトウェア一式借入経費の支出について（10月分）
5,740,092

財政局 管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 弁天町市税事務所（オーク２００）に係る駐車場利用料の支出について（１２月分）
41,040

財政局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 総務省自治税務局への税制改正要望のための管外出張について
58,950

財政局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部（管理・計理・審査・システム）職員市内出張交通費等の支出について（９月分）
28,142

財政局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 証明書コンビニ交付システム確認試験に係る管外出張旅費について
37,418

財政局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 平成26年度簿記検定試験対策講座（夜間自己啓発講座）講師用テキストの購入について
972

財政局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用新建築（10月号）外3点の買入に係る経費の支出について
6,182

財政局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部分室（あべのメディックス）電話回線使用料（10月分）の支出について
80,165

財政局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 税証明書発行手数料等クレジット入金処理業務委託にかかる手数料の支出について
706

財政局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務部分室新設に伴う庁内情報利用パソコン等機器長期借入に係る支出について(平成26年10月分)
60,048

財政局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン長期借入に係る支出について(平成26年10月分)
120,641

財政局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 カラープリンタ等機器一式長期借入に係る支出について(平成26年10月分)
33,264

財政局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る支出について(平成26年10月分)
1,201,744

財政局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る支出について(平成26年10月分)
171,228

財政局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 あべの市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（９月分）
134,568

財政局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（９月分）
94,566

財政局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（９月分）
62,068

財政局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（９月分）
57,572

財政局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 船場法人市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（９月分）
63,432

財政局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（９月分）
80,602

財政局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田市税事務所外４市税事務所におけるコピー機（Ａ２）対応コピー代支出について　　（１０月分）
218,832

財政局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所に係る光熱水費の支出について（１０月分）
346,436

財政局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所に係る共用電気使用料の支出について（１０月分）
100,335

財政局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 大阪市情報通信ネットワーク（庁内情報系ネットワーク）にかかる支出について(平成26年10月分)
6,998

財政局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式長期借入に係る支出について(平成26年10月分)
51,732

財政局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る貸室賃貸借料の支出について（１２月分）
8,156,604

財政局 収税課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 市債権回収対策事務用返信用切手（重複班）の買入経費の支出について
34,440

財政局 収税課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報償費　報償金 平成26年度債権管理・回収研修会（第２回）の実施経費の支出について（その２）
23,040

財政局 収税課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 市債権回収対策事務用返信用切手（市債権班）の買入経費の支出について
16,400

財政局 収税課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報償費　報償金 平成26年度法律講座に係る講師謝礼金の支出について
126,400

財政局 収税課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 市税事務所内収納現金等警備輸送業務委託経費の支出について　長継（Ｈ26.9月分）
355,838

財政局 収税課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 市税事務所内収納現金等警備輸送業務委託経費の支出について　長継（Ｈ26.8月分）
355,838

財政局 収税課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員にかかる市内出張交通費等の支出について(10月分）
16,200

財政局 収税課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 保育所保育料滞納整理システム用情報処理用機器長期借入経費の支出について（平成26年10月分）
75,492

財政局 収税課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報償費　報償金 平成26年度債権管理・回収研修会（第３回）の実施経費の支出について
46,400
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財政局 収税課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 督促状（ＭＰＮ対応納付書）ほか１点の印刷にかかる経費の支出について（第２回完納）
284,472

財政局 収税課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 市税徴収金収納整理事務に係る印字出力・事後処理業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（平成26年10月分）
701,168

財政局 収税課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報償費　報償金 平成26年度債権管理・回収研修会（第４回）の実施経費の支出について
45,920

財政局 収税課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 市債権収納事務用市内出張交通費の支出について（10月分）
10,602

財政局 収税課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 保育所保育料滞納整理システム運用・保守業務委託の実施経費の支出について（平成26年４月～９月分）
1,134,000

財政局 収税課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 大阪市インターネット公売に係るシステム利用料の支出について（第49回）
7,159

財政局 収税課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部収税課市内出張交通費等の支出について（10月分）
40,918

財政局 収税課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 徴収事務用書籍「嘱託登記の実務」ほか1点の購入経費の支出について
2,808

財政局 収税課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 市税事務所　納税推進センター業務委託（拡大分）に係る経費の支出について（第2四半期分）
20,520,000

財政局 収税課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出について（平成26年10月分）
5,010,539

財政局 収税課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 納税推進オペレーターの活用に関する業務委託に係る経費の支出について（第2四半期分）
43,092,000

財政局 収税課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 備品購入費　図書購入費 徴収事務用書籍「嘱託登記の実務」ほか1点の購入経費の支出について
6,480

財政局 収税課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 市税事務所内収納現金等警備輸送業務委託経費の支出について（Ｈ26.10月分）
355,838

財政局 収税課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出について（平成26年10月分）
6,236,542

財政局 収税課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出について（平成26年10月分）
582,702

財政局 課税課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 平成27年度課税分固定資産税（償却資産）印字出力業務委託本番処理実施の立会に係る出張旅費の支出について
51,760

財政局 課税課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部課税課固定資産税グループ用市内出張交通費の支出について（９月分）
33,060

財政局 課税課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 平成26年度市民税・府民税特別徴収税額の決定・変更通知書（納税義務者用）前年度以前分印刷の経費の支出について
43,173

財政局 課税課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 公的年金等支払報告書（総括表）印刷の経費の支出について
5,896

財政局 課税課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 法人市民税「申告納付依頼状送付用封筒」ほか３点買入にかかる支出について
246,002

財政局 課税課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 法人市民税関係書籍「法人税法規集」買入の支出について
28,080

財政局 課税課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 事業所税課税事務関係図書「ゼンリン住宅地図」買入の支出について
109,594

財政局 課税課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度個人市民税納税通知書（異動分）等出力処理に係る業務委託（概算契約）の経費の支出について（平成26年7～9月分）
1,781,023

財政局 課税課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度個人市民税納税通知書（異動分）等封入封緘等処理に係る業務委託（概算契約）の経費の支出について（平成26年7～9月分）
1,717,156

財政局 課税課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 給与支払報告書総括表はがき印刷の経費の支出について
1,074,211

財政局 課税課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 平成27年度償却資産申告書（ハンド用）ほか２点印刷経費の支出について
488,808

財政局 課税課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 申告書送付区分リストの印刷経費の支出について
40,014

財政局 課税課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度軽自動車税申告依頼はがき作成に係る作表処理業務（概算契約）にかかる支出について（ 終回）
65,734

財政局 課税課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度軽自動車税申告依頼はがき作成に係る事後処理業務（概算契約）にかかる支出について（ 終回）
50,166

財政局 課税課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度法人市民税申告納付依頼状等作成に係る封入封緘等処理業務委託（概算契約）の経費の支出について（9月分）
264,259

財政局 課税課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 固定資産経年異動判読運用機器長期借入に係る経費の支出について（10月分）
80,136

財政局
固定資産評価審査委員
会

平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費
固定資産評価審査委員
会費

旅費　費用弁償 固定資産評価審査委員会委員の交通費の支出について（10月分）
2,560

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 梅田市税事務所　非常勤嘱託職員市内出張交通費（９月分）の支出について
10,232

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所　再任用職員市内出張交通費（９月分）の支出について
4,020

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 滞納整理の実施にかかる管外出張旅費の支出について
141,900

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 平成26年度地方公共団体税務職員総務大臣表彰式への出席にかかる管外出張旅費の支出について
28,840

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所税務事務用切手購入経費の支出について（平成26年11月分）
172,938

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
280

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
864

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
60

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 税務事務用　郵便切手（照会文書返信用等）購入経費の支出について（11月分）
84,500

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１０月分）
720

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 京橋市税事務所非常勤嘱託職員等にかかる管外出張旅費・市内出張旅費の支出について（平成26年10月分）
2,720

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所非常勤嘱託職員等にかかる管外出張旅費・市内出張旅費の支出について（平成26年10月分）
2,240

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 弁天町市税事務所にかかる嘱託職員市内出張交通費の支出について（９月分）
5,611

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 弁天町市税事務所にかかる嘱託職員市内出張交通費の支出について（８月追加分）
280

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所にかかる再任用職員市内出張交通費の支出について（９月分）
3,080

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所にかかる一般事務用郵便切手購入経費の支出について（11月）
118,400
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財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 弁天町市税事務所に係る小口支払基金繰入金の支出について（10月）
2,000

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費等の支出について(嘱託職員分)(平成26年9月分)
10,410

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費等の支出について（再任用職員分）（平成26年9月分）
920

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 病気休暇職員主治医との面談に係る管外出張旅費の支出について（10月20日）
4,320

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 平成２６年度遠隔地調査に係る調査等の実施について（東京都内及び千葉県）
148,120

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 平成26年度地方公共団体税務職員総務大臣表彰式出席に係る旅費の支出について
28,840

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所事務用切手購入代金の支出について（11月分）
184,400

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度浪速区租税教育推進協議会分担金の支出について
10,000

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
30

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
600

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
3,650

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
300

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,000

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所滞納整理事務文書返信用等郵便切手購入経費の支出について（11月分）
328,700

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 あべの市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
200

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 あべの市税事務所事務用図書２点買入経費の支出について
2,100

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　印刷製本費 あべの市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
1,080

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 あべの市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
3,200

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 備品購入費　図書購入費 あべの市税事務所事務用図書２点買入経費の支出について
6,912

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員の市内出張交通費の支出について（10月分）
7,670

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 再任用職員及び臨時的任用職員の市内出張交通費の支出について（10月分）
7,320

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所における返信用・料金不足切手代の支出について(11月分）
68,600

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
1,750

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員にかかる市内出張交通費の支出について（９月分）
2,714

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 不動産公売に係る差押財産の鑑定評価業務委託経費の支出について（和歌山県田辺市）
208,440

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 船場法人市税事務所における裁断機（連続フォームバースター）一式長期借入経費の支出について（１０月分）
33,048

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成25年度～平成26年度　船場法人市税事務所における収納管理業務に係る労働者派遣経費の支出について（１０月分）
620,856

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分１０件）
85,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（４２件）
2,657,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 資金前渡による市税の還付金にかかる還付加算金１１月分の支出について
3,500,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月04日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１１０件）
25,863,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月04日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
45,937

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月04日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡による市税の還付金１１月分の支出について（歳出）
7,000,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分１件）
3,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分８件）
66,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１３件）
44,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月05日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出５８件）
1,980,262

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月05日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
5,343

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１０件）
37,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分２０件）
74,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月06日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割５件）
39,489

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月06日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４５件）
859,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分７件）
30,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２０件）
79,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月07日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割４件）
18,778

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月07日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出８２件）
2,372,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 滞納整理事務（集中整理第２班）にかかる管外出張旅費の支出について
186,070

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２７件）
92,600
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財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分８件）
79,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月10日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
63

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月10日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出８９件）
2,589,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１８件）
69,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月11日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出５７件）
1,421,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月11日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割７件）
37,170

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分１０件）
44,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１１件）
62,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月12日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
52,133

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月12日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４１件）
4,362,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１１件）
45,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分１１件）
32,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月13日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４２件）
2,878,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月13日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割４件）
12,657

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（７件）
24,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月14日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１０１件）
6,083,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月14日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割６件）
34,126

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１９件）
49,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分８件）
52,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月17日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割５件）
80,224

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月17日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出７４件）
7,863,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分５件）
38,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１０件）
129,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月18日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
73,402

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月18日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出３３件）
10,740,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分７件）
38,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１件）
1,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月19日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出９件）
102,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１９件）
147,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分７件）
42,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月20日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割５件）
7,394

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月20日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出６９件）
4,057,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１件）
1,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月21日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
3,671

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月21日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２１件）
187,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２８件）
142,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分３件）
6,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月25日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出５８件）
2,896,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月25日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
80,858

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分２件）
4,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 市税にかかる返還金に伴う利息金の支出について
579,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 市税にかかる返還金に伴う利息金の支出について
329,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２１件）
82,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月26日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
102,621

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月26日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市税にかかる返還金の支出について（固定資産税）
1,264,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月26日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市税にかかる返還金の支出について（固定資産税）
400,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月26日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出５３件）
2,072,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１８件）
46,000
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財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分１０件）
48,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月27日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出３７件）
1,120,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１５５件）
703,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月28日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出中間還付３１件）
8,896,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成26年11月28日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
17,121

都市計画局 都市計画課 平成26年11月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画広報連絡事務用東京都管外出張旅費の支出について
28,900

都市計画局 都市計画課 平成26年11月12日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　会費 都市計画広報連絡事務用　第145回大都市土木協議会会議参加費の支出について
4,000

都市計画局 都市計画課 平成26年11月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 国土利用計画法関係事務用　平成26年度全国指定都市土地対策主管課長会議にかかる管外出張旅費の支出について
28,240

都市計画局 都市計画課 平成26年11月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 国土利用計画法関係事務用　平成２６年版地価調査時系列データＣＤ－ＲＯＭの購入経費の支出について
20,412

都市計画局 都市計画課 平成26年11月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 都市計画決定事務用大阪都市計画図（総括図）等データ整備業務委託経費の支出について
481,680

都市計画局 都市計画課 平成26年11月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画行政支援システム用　地形図管理基本システム用サーバ・ソフト及び周辺装置一式　長期借入（10月分）
86,076

都市計画局 都市計画課 平成26年11月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 統合型地理情報システム（庁内業務GIS）用ソフトウェアの長期借入に係る使用料の支出について（10月分）
183,435

都市計画局 都市計画課 平成26年11月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 統合型地理情報システム（庁内業務GIS）用サーバ機器及び周辺装置長期借入に係る使用料の支出について（10月分）
462,240

都市計画局 都市計画課 平成26年11月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定事務用等平成２６年度９月分市内出張等旅費の支出について
20,692

都市計画局 都市計画課 平成26年11月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定事務用等平成２６年度９月分市内出張等旅費の支出について
2,736

都市計画局 都市計画課 平成26年11月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 統合型ＧＩＳ（市民向けＧＩＳ）サービス提供業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２６年度９月分）
172,800

都市計画局 都市計画課 平成26年11月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画行政支援システム用都市計画窓口システム用機器一式　長期借入（10月分）
34,452

都市計画局 交通政策課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 平成２６年９月分市内出張等旅費の支出について
6,737

都市計画局 交通政策課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 平成２６年９月分市内出張等旅費の支出について
1,720

都市計画局 交通政策課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 平成２６年９月分市内出張等旅費の支出について
2,320

都市計画局 総務担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
2,234

都市計画局 総務担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
574

都市計画局 総務担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
6,560

都市計画局 総務担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
164

都市計画局 総務担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
2,184

都市計画局 総務担当 平成26年11月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 高速道路費 投資及出資金　出資金 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構への平成２６事業年度（第２回）出資金の支出について
1,153,500,000

都市計画局 総務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 一般事務用　うめきた2期地区開発に関する打ち合わせに伴う出張旅費の支出について
29,420

都市計画局 総務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用プリンタートナー等購入代金の支出について
58,752

都市計画局 総務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（計画調整局）一式　長期借入に伴う経費の支出について(10月分)
80,779

都市計画局 総務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　ファクシミリ（リコー ＲＩＦＡＸ ＭＬ４６００） 借入に伴う経費の支出について(10月分)
4,590

都市計画局 総務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（計画調整局）一式　長期借入に伴う経費の支出について(10月分)
123,746

都市計画局 総務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（計画調整局）一式　長期借入に伴う経費の支出について(10月分)
172,929

都市計画局 総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（10月分）
8,098

都市計画局 総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（10月分）
26,219

都市計画局 総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（10月分）
37,714

都市計画局 総務担当 平成26年11月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（10月分）
20,566

都市計画局 総務担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（10月分）
103,012

都市計画局 総務担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（10月分）
16,386

都市計画局 総務担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（10月分）
15,594

都市計画局 統計調査担当 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　印刷製本費 平成27年国勢調査調査区設定にかかる「点検・修正用地図」のカラーコピー業務の支出について
251,640

都市計画局 統計調査担当 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成27年国勢調査調査区設定にかかる「点検・修正用地図」のカラーコピー業務の支出について
20,736

都市計画局 統計調査担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 統計調査推進事業用　平成２６年度統計功労者市長感謝状贈呈に係る丸筒等の購入経費の支出について
110,447

都市計画局 統計調査担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 経済センサス－基礎調査、商業統計調査事務用管外出張旅費の支出について【平成26年度商業統計調査実務担当者会議（西ブロック）】
20,900

都市計画局 統計調査担当 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年全国消費実態調査にかかる記入者謝礼品（ＱＵＯカード2
000円券）の購入経費
の支出について（その

都市計画局 統計調査担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 委託料　委託料 平成27年国勢調査調査区設定事務にかかる労働者派遣事業（概算契約）にかかる支出について
873,144

都市計画局 統計調査担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計解析事務用管外出張旅費の支出について（平成26年度近畿ブロック産業連関表担当者会議）
11,660

都市計画局 統計調査担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　光熱水費 平成26年経済センサス‐基礎調査及び平成26年商業統計調査にかかる審査会場の電気使用料金の支出について（10月分）
39,239

都市計画局 統計調査担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年経済センサス‐基礎調査及び平成26年商業統計調査にかかる電話回線設置工事の経費の支出について
73,440
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都市計画局 統計調査担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年経済センサス‐基礎調査及び平成26年商業統計調査審査会場にかかる電話料金等の支出について（11月請求分）
65,317

都市計画局 統計調査担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成26年経済センサス-基礎調査及び平成26年商業統計調査にかかる審査会場の賃貸借料金の支出について（10月分）
1,175,847

都市計画局 統計調査担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年経済センサス‐基礎調査及び平成26年商業統計調査に係る調査関係書類の搬送経費の支出について
64,800

都市計画局 統計調査担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 使用料及賃借料　使用料 統計資料室内管理用端末等機器一式借入に伴う賃借料の支出について（１０月分）
6,615

都市計画局 うめきた整備担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報酬　其他委員等報酬 特別参与への相談にかかる報酬及び旅費の支出について（９月２９日実施分）
20,758

都市計画局 うめきた整備担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　費用弁償 特別参与への相談にかかる報酬及び旅費の支出について（９月２９日実施分）
28,640

都市計画局 開発計画課 平成26年11月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 アイ・スポットにおける管理運営業務委託経費の支出について（9月分）
264,384

都市計画局 開発計画課 平成26年11月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 淀屋橋アイ・スポット用インターネットプロバイダ料金等の支出について（9月分）
2,516

都市計画局 開発計画課 平成26年11月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　手数料 淀屋橋アイ・スポット用インターネットプロバイダ料金等の支出について（9月分）
108

都市計画局 開発計画課 平成26年11月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用　琵琶湖環境ビジネスメッセへの管外出張旅費について
3,880

都市計画局 開発計画課 平成26年11月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用市内出張交通費等の支出について（9月分）
11,720

都市計画局 開発計画課 平成26年11月14日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 旅費　普通旅費 土地先行取得事務用市内出張交通費等の支出について（9月分）
3,600

都市計画局 開発計画課 平成26年11月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 開発計画関係事務用大阪府咲洲庁舎にかかる電話料金の支出について（９月分）
24,516

都市計画局 開発計画課 平成26年11月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　光熱水費 淀屋橋アイ・スポット用電気料の支出について（10月分）
13,441

都市計画局 開発計画課 平成26年11月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（咲州庁舎）費用の支出について（１０月分）
5,130

都市計画局 開発計画課 平成26年11月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 開発計画関係事務用ファクシミリの借入にかかる経費の支出について（10月分）
4,590

都市計画局 開発計画課 平成26年11月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 淀屋橋アイ・スポット用管理費（分担金）の支出について（11月分）
105,861

都市計画局 開発誘導課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 建築美観誘導事務用開発誘導課市内出張交通費等の支出について（９月分）
7,772

都市計画局 開発誘導課 平成26年11月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 報償費　報償金 御堂筋の景観整備用　御堂筋彫刻ガイドツアーの講師報償金の支出について
14,040

都市計画局 開発誘導課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報酬　其他委員等報酬 第41回大阪市都市景観委員会開催に係る委員報酬及び交通費の支出について
170,235

都市計画局 開発誘導課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　費用弁償 第41回大阪市都市景観委員会開催に係る委員報酬及び交通費の支出について
11,450

都市計画局 開発誘導課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　食糧費 第41回大阪市都市景観委員会に係る食糧費の支出について
900

都市計画局 開発誘導課 平成26年11月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　補助金 まちづくり活動支援事業用 まちづくり活動支援制度に基づく補助金の支出について（第２回　喜連環濠地区まちづくり研究会）
150,000

都市計画局 開発誘導課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　筆耕翻訳料 第41回大阪市都市景観委員会速記録作成業務に係る経費の支出について
48,600

都市計画局 開発誘導課 平成26年11月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 御堂筋の景観整備用　御堂筋彫刻清掃支援業務委託に係る経費の支出について（２回目清掃実施分（ 終））
107,784

都市計画局 開発誘導課 平成26年11月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 まちづくり活動支援事業用市内出張等の旅費の支出について（平成26年10月分）
2,090

都市計画局 開発誘導課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 開発許可関係事務用　市内出張交通費等の支出について（１０月分）
9,821

都市計画局 建築企画課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　普通旅費 建築基準行政事務用　平成26年度日本建築行政会議全国会議及び建築行政共用データベースシステム説明会出席にかかる札幌市出張旅費の支出について
103,260

都市計画局 建築企画課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 大阪市建築審査会（10月定例会）にかかる報酬及び費用弁償の支出について
99,425

都市計画局 建築企画課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 大阪市建築審査会（10月定例会）にかかる報酬及び費用弁償の支出について
2,340

都市計画局 建築企画課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　事務用品の購入経費の支出について
55,290

都市計画局 建築企画課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　食糧費 建築審査会事務用　食糧費（大阪市建築審査会１０月定例会）の支出について
600

都市計画局 建築企画課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　印刷製本費 建築基準行政事務　建設リサイクル法届出済シールの印刷にかかる経費の支出について
32,400

都市計画局 建築企画課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　普通旅費 建築基準行政事務用　平成26年度大都市建築行政担当者会議出席にかかる北九州市出張旅費の支出について
26,940

都市計画局 建築企画課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　第６４回全国建築基準法施行都市連絡会議にかかる資料費の支出について
3,000

都市計画局 建築企画課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 建築基準行政事務用　切手購入経費の支出について
4,600

都市計画局 建築企画課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　普通旅費 建築基準行政事務用　市内・近接地出張交通費（９月分）の支出について
47,423

都市計画局 建築企画課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（１０月分）の支出について（相談用）
12,902

都市計画局 建築企画課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築行政事務用　平成２６年度１０月分　建築計画概要書等の写しの交付等業務委託にかかる経費の支出について
166,779

都市計画局 建築企画課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用　モノクロファクシミリ使用料の支出について（10月分）
12,180

都市計画局 建築企画課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　特別旅費 国土交通大学校　平成２６年度　専門課程　建築指導研修受講に係る東京都出張旅費の支給について
44,670

都市計画局 建築企画課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　書籍購入にかかる経費の支出について
62,033

都市計画局 建築確認課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　建築行政共用データベースシステム（庁内サーバ環境）利用に係る業務委託料（９月分）の支出について
269,136

都市計画局 建築確認課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用　市民用建築情報検索システムの構築に係る機器等一式　長期借入料（１０月分）の支出について
65,340

都市計画局 建築確認課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用　平成２３年度建築行政支援システムの再構築に係る機器長期借入料（１０月分）の支出について
64,692

都市計画局 建築確認課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　平成２６年建築台帳整備に係るデータ入力業務委託料（１０月分）の支出について
459,316

都市計画局 建築確認課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　建築行政共用データベースシステム（庁内サーバ環境）利用に係る業務委託料（１０月分）の支出について
269,136

福祉局 総務課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 ①　一般事務用　平成26年9月コピー代金の支出について（10台分）
426,821
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福祉局 総務課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　平成２６年９月分コピー代金の支出について（２台分）
37,161

福祉局 総務課 平成26年11月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　平成２６年９月分コピー代金の支出について（２台分）
38,090

福祉局 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 人事・勤務条件グループ事務用普通旅費（９月分）の支出について
4,260

福祉局 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　追録（ 新 人事・労務管理の手引 第45号 他４件）の購入にかかる経費の支出について
16,619

福祉局 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　備品修繕料 福祉局高齢者施策部介護保険課複写電送装置の修繕経費の支出について
46,764

福祉局 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（10月分）
1,600

福祉局 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑮　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファクシミリ・自立支援課緊急入院保護グループ分）の長期借入にかかる経費の支出について（平成26年10月分）
7,344

福祉局 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑬　一般事務用　平成26年度視覚障がい者用パソコン等機器の長期借入にかかる経費の支出について（平成26年10月分）
53,330

福祉局 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑭　一般事務用　平成26年度デジタル印刷機長期借入（総務部)にかかる経費の支出について（平成26年10月分）
10,108

福祉局 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑯　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（介護保険課）にかかる経費の支出について（平成26年10月分）
5,985

福祉局 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （22)一般事務用　平成26年度　視覚障がい者用パソコン等機器の借入にかかる経費の支出について（平成26年10月分）
27,687

福祉局 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑳　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（更生相談所）にかかる経費の支出について（平成26年10月分）
6,510

福祉局 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑲　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（地域福祉課）にかかる経費の支出について（平成26年10月分）
5,460

福祉局 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑱　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（リハセン・総福システム）にかかる経費の支出について（平成26年10月分）
7,560

福祉局 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （21) 一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファクシミリ・給付金事務センター）の借入にかかる経費の支出について（平成26年10月分)
28,080

福祉局 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑰　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（総務部外３ヶ所）にかかる経費の支出について（平成26年10月分）
27,720

福祉局 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（10月分）
142

福祉局 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（10月分）
7,929

福祉局 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（10月分）
7,596

福祉局 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（10月分）
1,036

福祉局 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（10月分）
2,250

福祉局 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（10月分）
7,802

福祉局 総務課 平成26年11月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（10月分）
784

福祉局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 法人監理グループにおける後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
9,494

福祉局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑤　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成24年3月導入）の長期借入経費の支出について（平成２６年１０月分）
235,695

福祉局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑩　庁内情報利用パソコン機器等(福祉局)(２)の長期借入経費の支出について（平成２６年１０月分）
207,576

福祉局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ④　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成23年3月導入）の長期借入経費の支出について（平成２６年１０月分）
911,257

福祉局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑦　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２５．３導入）長期借入及び所要経費の支出について（平成２６年１０月分）
176,251

福祉局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑨　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２６．３導入）長期借入所要経費の支出について（平成２６年１０月分）
370,761

福祉局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑥　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２４．１１導入）長期借入及び所要経費の支出について（平成２６年１０月分）
132,332

福祉局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑪　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成26年10月導入）の長期借入経費の支出について（平成２６年１０月分）
44,582

福祉局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑧　「庁内情報利用パソコン等機器（福祉局）借入（再リース）」の契約について（平成２６年１０月分）
29,700

福祉局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 船場分室庁舎管理用　電気使用料の支出について（平成２６年９月分）
32,383

福祉局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場分室庁舎管理用　船場センタービル管理費及び修繕積立金の支出について（平成26年１１月分）
737,053

福祉局 総務課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 船場分室庁舎管理用　電気使用料の支出について（平成２６年９月分）
33,192

福祉局 総務課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場分室庁舎管理用　船場センタービル管理費及び修繕積立金の支出について（平成26年１１月分）
755,475

福祉局 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　建物修繕料 福祉局電話設備移設経費の支出について
50,976

福祉局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 ③　一般事務用　平成26年10月分コピー代金の支出について（1台分）
21,632

福祉局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 ②　一般事務用　平成26年10月分コピー代金の支出について（2台分）
79,344

福祉局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 ①　一般事務用　平成26年10月コピー代金の支出について（10台分）
584,188

福祉局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用逓送未配達事業所への郵送経費の支出について（弘済院・平成26年10月分）
2,964

福祉局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 平成26年度大阪市戦没者追悼式開催にかかる大阪市中央公会堂の使用等経費の支出について
30,000

福祉局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 戦没者追悼式用　献花用白菊の買入経費の支出について
20,400

福祉局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度大阪市戦没者追悼式開催にかかる大阪市中央公会堂の使用等経費の支出について
605,510

福祉局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 大阪市職員採用試験（平成26年10月12日実施分）試験監督事務にかかる市内出張交通費の支出について
600

福祉局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 人事・勤務条件グループ事務用普通旅費（１０月分）の支出について
1,460

福祉局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　平成２６年１０月分コピー代金の支出について（２台分）
79,418

福祉局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室電話料金（３回線）の支出について（１０月分）
40,976
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福祉局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２６年度福祉局文書等逓送業務委託料の支出について（平成２６年１０月分）
90,748

福祉局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 船場分室用ファクシミリ長期借入経費の支出について（１０月分）
6,118

福祉局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成２６年度福祉局文書等逓送業務委託料の支出について（平成２６年１０月分）
116,931

福祉局 総務課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　平成２６年１０月分コピー代金の支出について（２台分）
81,404

福祉局 総務課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室電話料金（３回線）の支出について（１０月分）
42,000

福祉局 総務課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 船場分室用ファクシミリ長期借入経費の支出について（１０月分）
6,272

福祉局 経理・企画課 平成26年11月04日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金の支出について（１１月４日支給分）
139,180,000

福祉局 経理・企画課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 「厚生の指標」外２点　買入（年間購読）に係る経費の支出について（１０月分）
38,660

福祉局 経理・企画課 平成26年11月11日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金の支出について（１１月１１日支給分）
101,330,000

福祉局 経理・企画課 平成26年11月12日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 臨時福祉給付金の追加勧奨に係る税データ抽出業務委託料の支出について
2,102,436

福祉局 経理・企画課 平成26年11月12日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

使用料及賃借料　使用料 臨時福祉給付金支給事業用オフィスデスク他１０点の借入に係る経費の支出について（第５回目）
966,708

福祉局 経理・企画課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 経理・調達事務用「地方財務実務提要追録517-518号　買入」にかかる経費の支出について
4,526

福祉局 経理・企画課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 調査研究用「厚生法規総覧追録（４６１４～４６２４号）」買入にかかる経費の支出について
32,551

福祉局 経理・企画課 平成26年11月14日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金支給事務用　リサイクルトナーカートリッジの購入及び経費の支出について
73,440

福祉局 経理・企画課 平成26年11月17日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金事務用　大阪市中央卸売市場　電話利用料（１１月請求分）の支出について
8,153

福祉局 経理・企画課 平成26年11月18日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金の支出について（１１月１８日支給分）
73,015,000

福祉局 経理・企画課 平成26年11月18日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る刑事施設に収容されている者に対する臨時福祉給付金の支給について（第１回）
1,335,000

福祉局 経理・企画課 平成26年11月19日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 大阪市臨時福祉給付金支給事業及び大阪市子育て世帯臨時特例給付金支給事業コールセンター運営業務に係る経費の支出について（１０月分）
8,290,389

福祉局 経理・企画課 平成26年11月19日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 大阪市臨時福祉給付金支給事業に係る資金警備輸送業務及び現金封入封緘業務委託料の支出について（９月分）
1,362,463

福祉局 経理・企画課 平成26年11月19日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 大阪市臨時福祉給付金支給事業に係る資金警備輸送業務及び現金封入封緘業務委託料の支出について（１０月分）
1,407,143

福祉局 経理・企画課 平成26年11月19日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

委託料　委託料 大阪市臨時福祉給付金支給事業及び大阪市子育て世帯臨時特例給付金支給事業コールセンター運営業務に係る経費の支出について（１０月分）
2,072,597

福祉局 経理・企画課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 企画グループ市内出張交通費費の支出について（１０月分）
440

福祉局 経理・企画課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 企画グループ市内出張交通費費の支出について（１０月分）
900

福祉局 経理・企画課 平成26年11月20日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金支給事務用　郵便料金（１０月分）の支出について（料金後納郵便分）
5,476,156

福祉局 経理・企画課 平成26年11月20日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金支給事務用　料金受取人払郵便料金（１０月分）の支出について
2,919,037

福祉局 経理・企画課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 管財グループ業務用普通旅費の支出について（１０月分）
19,122

福祉局 経理・企画課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２６年度もと夕凪寮機械警備業務委託料の支出について（１０月分）
19,116

福祉局 経理・企画課 平成26年11月21日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（三菱東京ＵＦＪ：１０月分）
2,906,928

福祉局 経理・企画課 平成26年11月21日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（みずほ銀行：１０月分）
184,680

福祉局 経理・企画課 平成26年11月21日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（三井住友：１０月分）
2,678,940

福祉局 経理・企画課 平成26年11月21日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（りそな銀行：１０月分）
2,054,520

福祉局 経理・企画課 平成26年11月21日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

使用料及賃借料　使用料 臨時福祉給付金支給事務用　ホワイトボードの借入経費の支出について（１０月分）
16,971

福祉局 経理・企画課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 経理・調達事務用市内出張旅費の支出について（１０月分）
2,132

福祉局 経理・企画課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 施設管理用もと生江地区共同浴場の電気代の支出について（１０月分）
377

福祉局 経理・企画課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成２６年度福祉局後納郵便料金の一括支払について（１０月分）
1,316,982

福祉局 経理・企画課 平成26年11月25日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金支給事業実施に伴う窓あき封筒等の購入経費の支出について（１０月分）
438,048

福祉局 経理・企画課 平成26年11月25日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　光熱水費 臨時福祉給付金支給事務用　中央卸売市場業務管理棟１３・１４階　電気使用料の支出について（１０月分）
124,271

福祉局 経理・企画課 平成26年11月25日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 臨時福祉給付金支給事業に係る申請書等作成、印字・事務処理業務の所要経費の支出について（第３回目）
650,496

福祉局 経理・企画課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 施設管理用港区老人福祉センターの電気代の支出について（１０月分）
93,028

福祉局 経理・企画課 平成26年11月26日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金の支出について（１１月２６日支給分）
90,940,000

福祉局 経理・企画課 平成26年11月27日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 臨時福祉給付金支給事業実施に係る労働者派遣経費の支出について（１０月分）
54,149,700

福祉局 経理・企画課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 平成26年度福祉局小口支払基金の繰入について（10月分）
4,429

福祉局 経理・企画課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　食糧費 平成26年度福祉局小口支払基金の繰入について（10月分）
6,200

福祉局 経理・企画課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成26年度福祉局小口支払基金の繰入について（10月分）
20,946

福祉局 経理・企画課 平成26年11月28日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金支給事務用　布テープ外３点購入経費の支出について
39,819

福祉局 経理・企画課 平成26年11月28日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金支給事務用　コピー代金の支出について（１０月分）
12,115

福祉局 経理・企画課 平成26年11月28日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口払分）の支出について（１２月分）
4,670,000

福祉局 経理・企画課 平成26年11月28日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 大阪市臨時福祉給付金の支給に係る経費の支出について（施設関連：６回目）
205,000
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福祉局 地域福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 第69回大阪市民生委員児童委員大会参加記念品（アクリルたわし）代の支出について
19,200

福祉局 地域福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 第69回大阪市民生委員児童委員大会参加記念品（マグネット（紙粘土））代の支出について
80,000

福祉局 地域福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 第69回大阪市民生委員児童委員大会参加記念品（レターセット）代の支出について
44,000

福祉局 地域福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 第69回大阪市民生委員児童委員大会参加記念品（メモ帳）代の支出について
30,000

福祉局 地域福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 第69回大阪市民生委員児童委員大会参加記念品（マグネット（布））の購入経費の支出について
32,000

福祉局 地域福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 第69回大阪市民生委員児童委員大会参加記念品（紙すきはがき）代の支出について
16,000

福祉局 地域福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 第69回大阪市民生委員児童委員大会参加記念品（匂い袋）の購入経費の支出について
25,000

福祉局 地域福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 相談支援グループ　平成２６年９月分出張旅費の支出について
4,480

福祉局 地域福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 第69回大阪市民生委員児童委員大会参加記念品（コースター）代の支出について
60,000

福祉局 地域福祉課 平成26年11月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 高齢者虐待防止にかかる専門相談事業（単価契約）の支出について（第２四半期：社会福祉士会）
148,113

福祉局 地域福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 第69回大阪市民生委員児童委員大会にかかる生花の借入経費の支出について
39,690

福祉局 地域福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市要援護障がい者・高齢者緊急一時保護事業の実施及び同経費の支出について（その２）(上半期分）
1,721,571

福祉局 地域福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市要援護障がい者・高齢者緊急一時保護事業の実施及び同経費の支出について（その１）(上半期分）
2,327,413

福祉局 地域福祉課 平成26年11月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市要援護障がい者・高齢者緊急一時保護事業の実施及び同経費の支出について（その２）(上半期分）
2,301,678

福祉局 地域福祉課 平成26年11月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市要援護障がい者・高齢者緊急一時保護事業の実施及び同経費の支出について（その１）(上半期分）
8,620,588

福祉局 地域福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 民生委員・児童委員の公務災害にかかる療養補償費の支出について　　　　　　　　　　（生野区第６，７請求分）
28,884

福祉局 地域福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　其他委員等旅費 平成26年度第83回全国民生委員児童委員大会にかかる経費の支出について（会長分）
2,140

福祉局 地域福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　其他委員等旅費 平成26年度第83回全国民生委員児童委員大会にかかる経費の支出について（会長分）
2,140

福祉局 地域福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（地域福祉課（企画グループ））の支出について（８・９月分）
28,944

福祉局 地域福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 地域福祉課一般事務用「問答式　社会福祉の法律実務」追録103号の購入経費の支出について
3,991

福祉局 地域福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 地域福祉課一般事務用「問答式　社会福祉の法律実務」追録101・102号の購入経費の支出について
7,650

福祉局 地域福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 第69回大阪市民生委員児童委員大会参加記念品（紙製しおり）の購入経費の支出について
6,000

福祉局 地域福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 第69回大阪市民生委員児童委員大会参加記念品（箸袋）代の支出について
15,400

福祉局 地域福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 社会福祉施設等従事者表彰状用手提袋の買い入れにかかる経費の支出について
13,780

福祉局 地域福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 第69回大阪市民生委員児童委員大会参加記念品（ビーズストラップ）の支出について
19,600

福祉局 地域福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 第69回大阪市民生委員児童委員大会参加記念品（ぽち袋）代の支出について
16,000

福祉局 地域福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 相談支援グループ事務用プリンタトナーカートリッジ（庁内情報システム用）の買入にかかる経費の支出について
14,601

福祉局 地域福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 第69回大阪市民生委員児童委員大会参加記念品（画鋲）代の支出について
60,000

福祉局 地域福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　印刷製本費 地域福祉推進功労者表彰及び社会福祉施設等従事者表彰にかかる表彰状刷り込み印刷経費の支出について
77,760

福祉局 地域福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　筆耕翻訳料 民生委員・児童委員に対する表彰状等毛筆筆耕（部分書き）経費の支出について（第２回・第３回納品分）
9,020

福祉局 地域福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成26年度大阪市地域福祉活動推進事業（研修事業・啓発事業）にかかる業務委託料の支出について
3,386,000

福祉局 地域福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者虐待防止にかかる専門相談事業（単価契約）の支出について（第２四半期：弁護士会）
32,914

福祉局 地域福祉課 平成26年11月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 高齢者虐待防止にかかる専門相談事業（単価契約）の支出について（第２四半期：弁護士会）
148,113

福祉局 地域福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 第108回市町村セミナーへの参加に係る管外出張命令旅費の支出について
27,570

福祉局 地域福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　特別旅費 社会福祉主事資格認定通信課程スクーリングにかかる出張及び同経費の支出について
59,340

福祉局 地域福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム関係事務用プリンタトナーカートリッジ（総合福祉システム用・庁内情報システム用）に係る消耗品費の支出について
54,972

福祉局 地域福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用サーバ機及び周辺装置借入に係る使用料の支出について（１０月分）
306,450

福祉局 地域福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用共通ソフトウェア借入に係る使用料の支出について（１０月分）
262,599

福祉局 地域福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機及び周辺装置借入に係る使用料の支出について（１０月分）
232,218

福祉局 地域福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム（認定事務センター用）端末等機器増設に伴う機器の借入に係る使用料の支出について（１０月分）
118,130

福祉局 地域福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用共通ソフトウェア借入に係る使用料の支出について（１０月分）
33,048

福祉局 地域福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　総合福祉システム用端末機（住宅分２４台）借入に係る使用料の支出について（１０月分）
27,216

福祉局 地域福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム関係事務用プリンタトナーカートリッジ（総合福祉システム用・庁内情報システム用）に係る消耗品費の支出について
34,020

福祉局 地域福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機及び周辺装置借入に係る使用料の支出について（１０月分）
1,208,163

福祉局 地域福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機（生保増設分７７台）借入に係る使用料の支出について（１０月分）
74,736

福祉局 地域福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用共通ソフトウェア借入に係る使用料の支出について（１０月分）
1,596,278

福祉局 地域福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機（生保増設分２０３台）借入に係る使用料の支出について（１０月分）
630,460

福祉局 地域福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用サーバ機及び周辺装置借入に係る使用料の支出について（１０月分）
1,225,800
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福祉局 地域福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用共通ソフトウェア借入に係る使用料の支出について（１０月分）
231,426

福祉局 地域福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用サーバ機及び周辺装置借入に係る使用料の支出について（１０月分）
306,450

福祉局 地域福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機及び周辺装置借入に係る使用料の支出について（１０月分）
208,869

福祉局 地域福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機及び周辺装置借入に係る使用料の支出について（１０月分）
337,928

福祉局 地域福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用サーバ機及び周辺装置借入に係る使用料の支出について（１０月分）
612,900

福祉局 地域福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用共通ソフトウェア借入に係る使用料の支出について（１０月分）
404,689

福祉局 地域福祉課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 高齢者虐待防止にかかる緊急連絡携帯電話料金の支出について（11月分）
2,070

福祉局 地域福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 第69回大阪市民生委員児童委員大会会場借上にかかる使用料の支出について
1,165,491

福祉局 地域福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 相談支援グループ　平成２６年１０月分出張旅費の支出について
5,080

福祉局 保護課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（福祉用具購入費）の支出について
9,180

福祉局 保護課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（福祉用具購入費、住宅改修費）の支出について
20,580

福祉局 保護課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（眼鏡、装具、文書料）の支出について
133,092

福祉局 保護課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 指定医療機関等個別指導検査用市内出張交通費（５月分）の支出について
16,420

福祉局 保護課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護一般事務用　平成２６年度「生活と福祉」買入にかかる経費の支出について
10,692

福祉局 保護課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護施設措置費（平成26年11月分）の支出について
64,684,538

福祉局 保護課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　施設事務費 生活保護施設措置費（平成26年11月分）の支出について
226,172,016

福祉局 保護課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成２６年度生活保護担当指導職員ブロック会議への出張旅費の支出について
94,920

福祉局 保護課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護一般事務用「生活保護関係法令通知集（平成２６年度版）」買入にかかる経費の支出について
399,330

福祉局 保護課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 生活保護費支給にかかる両替手数料の支出について（前期分）２
2,244

福祉局 保護課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市立生活保護施設の運営委託料に係る経費の支出について（１１月分）　　　　　　　（淀川救護寮、淀川更生寮、大淀救護寮、大淀更生寮、港晴寮、第２港晴寮）
103,398,960

福祉局 保護課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 被保護高齢者世帯訪問等非常勤嘱託職員の公務災害にかかる療養補償費の支出について（平成２６年９月分）
10,310

福祉局 保護課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 被保護高齢者世帯訪問等非常勤嘱託職員の公務災害にかかる療養補償費の支出について（平成２６年５月・６月分）
22,070

福祉局 保護課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（ホーリーホーム９月分）
410,400

福祉局 保護課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（更生施設　大淀寮９月分）
40,700

福祉局 保護課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（三徳寮９月分）
2,249,200

福祉局 保護課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（救護施設　淀川寮９月分）
399,000

福祉局 保護課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（更生施設　淀川寮９月分）
416,100

福祉局 保護課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（今池平和寮９月分）
134,500

福祉局 保護課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（平和寮９月分）
45,600

福祉局 保護課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費住宅扶助金（府営住宅代理納付分）平成２６年１１月分の支出について
37,355,300

福祉局 保護課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 使用料及賃借料　使用料 中国残留邦人等支援給付レセプト電子データ提供料の支出について　平成２６年９月審査分
1,085

福祉局 保護課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 生活保護法医療扶助診療報酬明細書内容点検等業務業者選定会議の開催にかかる所要経費の支出について
149,325

福祉局 保護課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成２６年度心理判定業務にかかる出張について（救護施設角川ヴィラ及び救護施設橡生の里）
3,880

福祉局 保護課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費（９月分）の支出について　保護グループ
18,510

福祉局 保護課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 総福システム関連用レセプト電子データ提供料の支出について　平成２６年９月審査分
481,264

福祉局 保護課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　広告料 行旅死亡人官報公告登載料について(平成26年10月申込分)
38,745

福祉局 保護課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 指定医療機関等個別指導検査用市内出張交通費（６月分）の支出について
25,270

福祉局 保護課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（９月業務分、１０月分保護費）の支出について
1,308,474

福祉局 保護課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 被保護高齢者世帯訪問等非常勤嘱託職員の公務災害にかかる療養補償費の支出について（平成２６年５月・６月・９月分）
14,640

福祉局 保護課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人介護支援給付費審査支払手数料平成２６年１０月審査分（１１月支払分）の支出について
25,745

福祉局 保護課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 中国残留邦人等介護支援給付費　平成２６年１０月審査分（１１月支払分）の支出について
1,397,987

福祉局 保護課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護業務用生活保護法介護給付費審査支払委託料平成２６年１０月審査分（１１月支払分）の支出について
5,956,120

福祉局 保護課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務用　生活保護法介護給付費（介護扶助）平成２６年１０月審査分（１１月支払分）の支出について
462,526,247

福祉局 保護課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護診療報酬　平成２６年１０月審査分（追加払い）の支出について
109,797,120

福祉局 保護課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム関連事業用連続帳票の印刷及び同所要経費の支出について（第２回納品分、完納）
957,420

福祉局 保護課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 生活保護費支給にかかる両替手数料の支出について（前期分）３
4,200

福祉局 保護課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 中国残留邦人等の日本語教室通学にかかる交通費等の支出について（平成２６年１０月申請分）
258,508

福祉局 保護課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（１０月分：３）の支出について
346,680
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福祉局 保護課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（１０月分：１）の支出について
64,314

福祉局 保護課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（１０月分：４）の支出について
541,080

福祉局 保護課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法医療扶助金施術報酬の支出について（平成２６年１１月審査分）
21,714,161

福祉局 保護課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（福祉用具購入費、住宅改修費）の支出について
14,790

福祉局 保護課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務適正化担当・ケースワーカー用携帯電話端末の回線使用料の支出について（10月分）
169,476

福祉局 保護課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助内容点検等業務委託長期契約（概算契約）にかかる経費の支出について（平成２６年１０月分）
3,034,628

福祉局 保護課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護布団類の購入及び同所要経費の支出について（平成２６年９月分）
1,587,200

福祉局 保護課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度中国語通訳委託業務（単価契約）にかかる経費の支出について（１０月分）
215,215

福祉局 保護課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等支援給付審査支払委託料　平成２６年１０月審査分の支出について
72,865

福祉局 保護課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 中国残留邦人等支援給付診療報酬　平成２６年１１月審査分（概算払い）の支出について
28,386,000

福祉局 保護課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する１１月分報酬及び交通費の支出について
75,660

福祉局 保護課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　費用弁償 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する１１月分報酬及び交通費の支出について
2,310

福祉局 保護課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 指定医療機関等個別指導検査用市内出張交通費（７月分）の支出について
9,600

福祉局 保護課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 指定医療機関等個別指導検査用市内出張交通費（９月分）の支出について
7,350

福祉局 保護課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用「薬効・薬価リスト　平成26年度版」外9点買入にかかる支出について
338,169

福祉局 保護課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用「薬効・薬価リスト　平成26年度版」外9点買入にかかる支出について
21,751

福祉局 保護課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 総合福祉システム用医療券等送付にかかる郵便料金　平成２６年１０月分の支出について
1,380,715

福祉局 保護課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護一般事務用入院患者日用品費等受領書返送郵便料金（１０月分）の支出について
20,216

福祉局 保護課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度　総合福祉システム（生活保護システム）出力帳票封入封緘等業務委託の支出について　１０月作業分
3,634,803

福祉局 保護課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 高校就学支援員派遣事業（南ブロック）にかかる委託料の支出について（９月分）
3,250,455

福祉局 保護課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護審査支払委託料　平成２６年１０月審査分の支出について
23,771,977

福祉局 保護課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（１０月分：２）の支出について
277,830

福祉局 保護課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 生活保護事務用レセプト管理システム共通ソフトウェア賃借にかかる経費の支出について（１０月分）
27,216

福祉局 保護課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 生活保護事務用レセプト管理システムサーバ等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
248,400

福祉局 保護課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 生活保護事務用レセプト管理システム端末機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
355,816

福祉局 保護課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費口座払分(平成２６年１２月分）の支出について
8,936,423,167

福祉局 保護課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費口座払分(平成２６年１２月分）の支出について
3,519,044,531

福祉局 保護課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費口座払分(平成２６年１２月分）の支出について
59,811,877

福祉局 保護課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護診療報酬　平成２６年１１月審査分（概算払い）の支出について
10,846,503,963

福祉局 保護課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費口座払分(平成２６年１２月分）の支出について
26,241,852

福祉局 保険年金課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 （年金・後期・医助・国保システムプリンター用）トナーカートリッジの買入及び経費の支出について
52,812

福祉局 保険年金課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 （年金・後期・医助・国保システムプリンター用）トナーカートリッジの買入及び経費の支出について
105,624

福祉局 保険年金課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （年金・後期・医助・国保システムプリンター用）トナーカートリッジの買入及び経費の支出について
158,436

福祉局 保険年金課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事務用　市内出張交通費（９月分）の支出について
7,160

福祉局 保険年金課 平成26年11月04日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 （年金・後期・医助・国保システムプリンター用）トナーカートリッジの買入及び経費の支出について
52,812

福祉局 保険年金課 平成26年11月04日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 後期高齢者医療事業用　１１月分還付金の支出について
1,200,000

福祉局 保険年金課 平成26年11月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用出産一時金（直接支払制度）の支出について（１０月正常分娩）
40,530

福祉局 保険年金課 平成26年11月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付事業用出産一時金（直接支払制度）の支出について（１０月正常分娩）
79,344,211

福祉局 保険年金課 平成26年11月05日 国民健康保険事業会計 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度第７期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
3,445,718,000

福祉局 保険年金課 平成26年11月05日 国民健康保険事業会計 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金
後期高齢者関係事務費
拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度第７期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
245,000

福祉局 保険年金課 平成26年11月05日 国民健康保険事業会計 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度第７期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
2,441,000

福祉局 保険年金課 平成26年11月05日 国民健康保険事業会計 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金
前期高齢者関係事務費
拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度第７期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
245,000

福祉局 保険年金課 平成26年11月05日 国民健康保険事業会計 介護納付金 介護納付金 介護納付金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度第７期分　介護給付費・地域支援事業支援納付金の支出について
1,497,941,000

福祉局 保険年金課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 （国民年金事務参考用）年金相談事例集追録１９５号～１９７号の買入及び経費の支出について
225,180

福祉局 保険年金課 平成26年11月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険事業国庫支出金申請システム保守業務委託の実施及び同所要経費の支出について(平成２６年４月～平成２６年９月分)
108,000

福祉局 保険年金課 平成26年11月07日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２６年度国民健康保険給付事業用１日人間ドック委託料の支出について（１０月請求分（第２回））
10,940,950

福祉局 保険年金課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度　大阪府後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金の支出について（１１月分）
2,080,479,000

福祉局 保険年金課 平成26年11月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 神戸地方法務局柏原支局への不動産差押登記嘱託のための所要経費の支出について
6,320
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福祉局 保険年金課 平成26年11月10日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（１１月１０日支払分）
199,359

福祉局 保険年金課 平成26年11月10日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年１０月分　後期高齢者医療保険料年金保険者還付金（歳出）の支出について
14,700

福祉局 保険年金課 平成26年11月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保診療報酬明細書点検にかかる委託料の支出について（７月・８月点検分）
11,381,042

福祉局 保険年金課 平成26年11月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機（大阪駅前第２ビル７階　福祉局事務室）長期借入にかかる平成26年9月分コピー代金の支出について
19,245

福祉局 保険年金課 平成26年11月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機（大阪駅前第２ビル７階　福祉局事務室）長期借入にかかる平成26年9月分コピー代金の支出について
12,831

福祉局 保険年金課 平成26年11月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成26年度　国民健康保険被保険者証等封入封緘等業務委託料の支出について（２回目）
2,801,254

福祉局 保険年金課 平成26年11月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成26年度　国民健康保険被保険者証等封入封緘等業務委託料の支出について（２回目）
118,115

福祉局 保険年金課 平成26年11月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成26年度　国民健康保険被保険者証等印字出力処理業務委託料の支出について（２回目）
2,152,364

福祉局 保険年金課 平成26年11月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成26年度　国民健康保険被保険者証等印字出力処理業務委託料の支出について（２回目）
98,876

福祉局 保険年金課 平成26年11月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険システム用端末機器（増設分）の経費の支出について(１０月分)
43,999

福祉局 保険年金課 平成26年11月14日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 需用費　消耗品費 医療費通知（国保）外１件の印刷にかかる経費の支出について（１０月納品分）
514,080

福祉局 保険年金課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用鍼灸・マッサージに係る療養費の支出について（１０月追加分）
21,445

福祉局 保険年金課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用鍼灸マッサージに係る療養費の支出について（１０月分）
5,855,823

福祉局 保険年金課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用鍼灸・マッサージにかかる療養費の支出について（１０月分）
7,995,816

福祉局 保険年金課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険保険者事務共同電算処理事業手数料の支出について（１０月分）
11,684,144

福祉局 保険年金課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（償還払）の支給に係る支出について（平成２６年１０月分）
100,361,028

福祉局 保険年金課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　高額介護合算療養費負担
金

国民健康保険高額介護合算療養費の支給に係る支出について（平成２６年１０月分）
10,561

福祉局 保険年金課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（償還払）の支給に係る支出について（平成２６年１０月分）
7,892,094

福祉局 保険年金課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計
高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費拠出金 負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度高額医療費共同事業拠出金の支出について（第７期分）
789,908,517

福祉局 保険年金課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計
高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費共同事業拠
出金

保険財政共同安定化事
業拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度保険財政共同安定化事業拠出金の支出について（第７期分）
2,459,115,589

福祉局 保険年金課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（連合会：１１月審査概算払分）
183,891,720

福祉局 保険年金課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（１１月審査概算払分）
341,161,340

福祉局 保険年金課 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システム出力帳票等封入封緘等業務の実施及び所要経費の支出について（９月分）
29,230

福祉局 保険年金課 平成26年11月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保給付事務・保健事業用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システム出力帳票等封入封緘等業務の実施及び所要経費の支出について（９月分）
72,882

福祉局 保険年金課 平成26年11月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システム出力帳票等封入封緘等業務委託料の支出について（９月分）
67,208

福祉局 保険年金課 平成26年11月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システム出力帳票等封入封緘等業務における所要経費の支出について（９月分）
483,231

福祉局 保険年金課 平成26年11月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用出産一時金（直接支払制度）の支出について（１０月異常分娩）
34,860

福祉局 保険年金課 平成26年11月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用療養の給付費（一般概算）の支出について（11月概算払分）
11,253,552,826

福祉局 保険年金課 平成26年11月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用精神結核付加金（一般・退職）の支出について（10月審査分）
30,166,253

福祉局 保険年金課 平成26年11月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付事業用療養費（一般）の支出について（11月決定分）
502,974,790

福祉局 保険年金課 平成26年11月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（柔整）の支出について（11月決定分）
14,357

福祉局 保険年金課 平成26年11月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（一般）の支出について（11月決定分）
1,628,910,532

福祉局 保険年金課 平成26年11月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付事業用出産一時金（直接支払制度）の支出について（１０月異常分娩）
65,003,955

福祉局 保険年金課 平成26年11月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用精神結核付加金（一般・退職）の支出について（10月審査分）
1,099,048

福祉局 保険年金課 平成26年11月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用療養の給付費（退職）の支出について（11月審査分）
574,651,377

福祉局 保険年金課 平成26年11月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付事業用療養費（退職）の支出について（11月決定分）
14,768,298

福祉局 保険年金課 平成26年11月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（退職）の支出について（11月決定分）
82,021,582

福祉局 保険年金課 平成26年11月18日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 国保給付事務・保健事業用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システム出力帳票等封入封緘等業務の実施及び所要経費の支出について（９月分）
462,659

福祉局 保険年金課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(１０月分)
255,000

福祉局 保険年金課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(１０月分)
569,000

福祉局 保険年金課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(１０月分)
569,000

福祉局 保険年金課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(１０月分)
255,000

福祉局 保険年金課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(１０月分)
77,760

福祉局 保険年金課 平成26年11月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(１０月分)
255,000

福祉局 保険年金課 平成26年11月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(１０月分)
569,000

福祉局 保険年金課 平成26年11月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険・介護保険・総合福祉システム構築用医療機関マスター提供にかかる業務委託及び、同業務委託にかかる所要経費の支出について
32,400

福祉局 保険年金課 平成26年11月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(１０月分)
1,276,944

福祉局 保険年金課 平成26年11月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(１０月分)
2,279,764
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福祉局 保険年金課 平成26年11月19日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年度特定健康診査等（集団健診）に関する業務（概算契約）と所要経費の支出について（１０月分）
15,413,808

福祉局 保険年金課 平成26年11月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(１０月分)
255,000

福祉局 保険年金課 平成26年11月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(１０月分)
569,000

福祉局 保険年金課 平成26年11月19日
後期高齢者医療事業会
計

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度　後期高齢者医療広域連合市町村負担金の支出について（１０月普通徴収分保険料等収納額相当額）
1,159,611,353

福祉局 保険年金課 平成26年11月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(１０月分)
885,600

福祉局 保険年金課 平成26年11月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(１０月分)
177,120

福祉局 保険年金課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（１０月審査分）
93,016

福祉局 保険年金課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（連合会：１０月審査分）
1,931,072

福祉局 保険年金課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者医療費助成事業用訪問看護利用料助成費の支出について（１０月分）
3,730,971

福祉局 保険年金課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用柔整療養費審査支払事務委託料の支出について（１０月審査分）
237,600

福祉局 保険年金課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（１０月審査分）
7,262,816

福祉局 保険年金課 平成26年11月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保徴収事務用　市内出張交通費（７月分）の支出について
25,536

福祉局 保険年金課 平成26年11月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（10月分　調剤）
13,863,795

福祉局 保険年金課 平成26年11月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（10月分　柔整）
1,041,975

福祉局 保険年金課 平成26年11月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（10月分　レセ電）
628,449

福祉局 保険年金課 平成26年11月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国保給付事業用療養費（鍼灸）に係る１０月分（８月施術・一般）の支出について
91,926,572

福祉局 保険年金課 平成26年11月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国保給付事業用療養費（鍼灸）に係る１０月分（８月施術・退職）の支出について
2,966,084

福祉局 保険年金課 平成26年11月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保徴収事務用　市内出張交通費（７月分）の支出について
2,870

福祉局 保険年金課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 （国民年金事務参考用）年金相談事例集追録１９８号～２００号の買入及び経費の支出について
249,480

福祉局 保険年金課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第３回）
1,944

福祉局 保険年金課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度ねんきんネット利用パソコンの長期継続契約による借入経費の支出について（１０月分）
50,544

福祉局 保険年金課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第３回）
4,082

福祉局 保険年金課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用柔道整復師施術料の支出について(１１月決定分)
3,629,833

福祉局 保険年金課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年度医療助成事務用市内出張交通費の支払について（８月分）
1,080

福祉局 保険年金課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第３回）
8,821

福祉局 保険年金課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用柔道整復術療養費の支出について（１１月決定分）
5,193,754

福祉局 保険年金課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第３回）
2,217

福祉局 保険年金課 平成26年11月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第３回）
23,760

福祉局 保険年金課 平成26年11月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第３回）
48,168

福祉局 保険年金課 平成26年11月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保事務参考用）問答式　社会福祉の法律実務　追録101号　他3件買入にかかる経費の支出について
15,684

福祉局 保険年金課 平成26年11月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成２６年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第３回）
142,776

福祉局 保険年金課 平成26年11月21日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 需用費　消耗品費 特定健診結果通知用　窓あき封筒の買入と所要経費の支出について
147,825

福祉局 保険年金課 平成26年11月21日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 平成２６年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第３回）
1,512

福祉局 保険年金課 平成26年11月21日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 平成26年度後期高齢者医療保険料決定通知書兼期割通知書兼納付書等電算処理業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（１０月分）
25,005

福祉局 保険年金課 平成26年11月21日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 平成２６年度後期高齢者医療制度システム出力帳票等封入封緘等業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（１０月分）
111,739

福祉局 保険年金課 平成26年11月21日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 平成２６年度後期高齢者医療事務用市内出張交通費の支払について（８月分）
9,982

福祉局 保険年金課 平成26年11月21日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 平成２６年度後期高齢者医療制度システム出力帳票等封入封緘等業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（１０月分）
333,101

福祉局 保険年金課 平成26年11月21日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 平成26年度後期高齢者医療保険料決定通知書兼期割通知書兼納付書等電算処理業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（１０月分）
75,635

福祉局 保険年金課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 保険医療機関マスター複写磁気テープ賃貸借料の支出について（１０月更新分）
17,850

福祉局 保険年金課 平成26年11月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 大阪市国民健康保険診療報酬明細書点検室における光熱水費の支出について（平成２６年９月分）
9,429

福祉局 保険年金課 平成26年11月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場センタービル区分所有者会管理費及び修繕積立金の支出について(平成２６年１１月分)
279,391

福祉局 保険年金課 平成26年11月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年１０月審査分特定健康診査等委託料（代行分）の支出について
113,842

福祉局 保険年金課 平成26年11月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年１０月審査分特定健康診査等費用手数料の支出について
1,367,975

福祉局 保険年金課 平成26年11月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年１０月審査分特定健康診査等委託料及び費用手数料の支出について
41,837,803

福祉局 保険年金課 平成26年11月25日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（１１月２５日支払分）
1,176,083

福祉局 保険年金課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　手数料 国保徴収事務用「マルチペイメントネットワークを利用した口座振替受付サービスの取扱いに関する覚書」に基づく取扱手数料の支出について（金融機関２行分）
33,372

福祉局 保険年金課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保賦課事務用　平成26年度　国民健康保険料決定通知書封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（10月分）
89,577

福祉局 保険年金課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保賦課事務用　平成26年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（10月分）
94,303
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福祉局 保険年金課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保賦課事務用　平成26年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務にかかる所要経費の支出について（10月分）
63,960

福祉局 保険年金課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成26年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務における所要経費の支出について（１０月分）
409,484

福祉局 保険年金課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成26年度　国民健康保険料決定通知書兼納付書等封入封緘等業務における所要経費の支出について（１０月分）
1,164,713

福祉局 保険年金課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料
平成２６年度大阪市国民健康保険特定健診等共同処理事業に係る特別処理業務（特定健診等データ管理システムの追加機器等に係る保守管理等）費用の支出について
（１０月分） 197,942

福祉局 保険年金課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市国民健康保険特定健康診査受診結果通知表等作成業務に係る手数料の支出について（１０月分）
268,189

福祉局 保険年金課 平成26年11月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　手数料 「マルチペイメントネットワークを利用した口座振替受付サービスの取扱いに関する覚書」に基づく取扱手数料の支出について（北おおさか信用金庫）
162

福祉局 保険年金課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（基金：１０月審査分）
1,246,171

福祉局 保険年金課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（基金：１１月審査概算払分）
107,760,115

福祉局 保険年金課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（基金：１０月審査分）
361,584

福祉局 保険年金課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 医療助成事業用公費負担医療受給者別一覧表マスター複写電子媒体作成業務委託にかかる所要経費の支出について（１１月分）
3,000

福祉局 保険年金課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度　大阪府後期高齢者医療広域連合共通経費負担金の支出について（１１月納入分）
157,056,000

福祉局 保険年金課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（１１月審査概算払分）
25,215,299

福祉局 保険年金課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保事務用　保険年金課（管理）市内出張交通費の支出について（１０月分）
3,884

福祉局 保険年金課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険給付事業用療養費支給申請書内容点検業務に係る郵便後納料金の支出について（１０月分）
68,676

福祉局 保険年金課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事務用　資格関係はがき等郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
184,360

福祉局 保険年金課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険システムはがき加工処理業務の委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について(10月分)
48

福祉局 保険年金課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険システムはがき加工処理業務の委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について(10月分)
87,999

福祉局 保険年金課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 運営協議会費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度大阪市国民健康保険運営協議会第１回総会に係る委員報酬及び交通費の支出について
304,095

福祉局 保険年金課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 運営協議会費 旅費　費用弁償 平成26年度大阪市国民健康保険運営協議会第１回総会に係る委員報酬及び交通費の支出について
9,580

福祉局 保険年金課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 平成26年度政令指定都市国保収納対策主管課長・係長会議への出席及び同所要経費の支出について
111,210

福祉局 保険年金課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保徴収事務用　市内出張交通費（８月分）の支出について
30,442

福祉局 保険年金課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
2,418,210

福祉局 保険年金課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　手数料 国保徴収事務用「マルチペイメントネットワークを利用した口座振替受付サービスの取扱いに関する覚書」に基づく取扱手数料の支出について（金融機関９行分）
2,523,960

福祉局 保険年金課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国民健康保険システムはがき加工処理業務の委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について(10月分)
60,382

福祉局 保険年金課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成26年度　国民健康保険システムはがき加工処理業務の委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（10月分）
149,873

福祉局 保険年金課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 国保・後期徴収事務用　マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスにかかる経費の支出について（10月処理分）
94,418

福祉局 保険年金課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 特定健康診査受診券送付及び特定健康診査（集団実施分）結果通知表送付にかかる郵送料（１０月分）の支出について
569,565

福祉局 保険年金課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市国保特定健康診査受診券作成及び印字・事後処理業務（概算契約）と所要経費の支出について（１０月分）
158,063

福祉局 保険年金課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 役務費　通信運搬費 国民健康保険給付事業用医療費通知送付用郵便後納料金の支出について（１０月分）
5,065,894

福祉局 保険年金課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　手数料 「マルチペイメントネットワークを利用した口座振替受付サービスの取扱いに関する覚書」に基づく取扱手数料の支出について（池田泉州・関西アーバン）
1,458

福祉局 保険年金課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　手数料 「マルチペイメントネットワークを利用した口座振替受付サービスの取扱いに関する覚書」に基づく取扱手数料の支出について（４行）
15,552

福祉局 保険年金課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 国保・後期徴収事務用　マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスにかかる経費の支出について（10月処理分）
1,196

福祉局 保険年金課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度　後期高齢者医療広域連合市町村負担金の支出について（１０月特別徴収分保険料等収納額相当額）
1,750,719,054

福祉局 保険年金課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保徴収事務用　市内出張交通費（８月分）の支出について
480

福祉局 自立支援課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 緊急入院保護業務グループ生活保護費（確定払１０月分）の支出について
136,609

福祉局 自立支援課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 緊急入院保護業務グループ生活保護費（確定払１０月分）の支出について
1,253,753

福祉局 自立支援課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 緊急入院保護業務グループ生活保護費（確定払１０月分）の支出について
1,293,000

福祉局 自立支援課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用　管外出張命令について（１０月２３日）
2,180

福祉局 自立支援課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 阿波座センタービルエレベーター保守点検業務委託経費の支出について（第２四半期分）
68,040

福祉局 自立支援課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 委託料　委託料 あいりん越年対策事業南港臨時宿泊所にかかる機械警備及び巡回警備業務委託料の支出について（第２四半期分）
76,140

福祉局 自立支援課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 阿波座センタービルエレベーター保守点検業務委託経費の支出について（第２四半期分）
34,020

福祉局 自立支援課 平成26年11月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 阿波座センタービルエレベーター保守点検業務委託経費の支出について（第２四半期分）
102,060

福祉局 自立支援課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度住宅支援給付（１１月支給決定・民間賃貸住宅等月中支払分）の支出について
854,200

福祉局 自立支援課 平成26年11月20日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 使用料及賃借料　使用料 自立支援事業用　自立支援センター舞洲１（福祉局）施設物品使用料（平成26年10月分）の支出について
1,287,000

福祉局 自立支援課 平成26年11月20日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 使用料及賃借料　使用料 自立支援事業用　自立支援センター舞洲２（福祉局）施設物品使用料（平成26年10月分）の支出について
1,115,640

福祉局 自立支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年１０月分）
122,139

福祉局 自立支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年１０月分）
16,280

福祉局 自立支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年１０月分）
22,564



平成26年度（平成26年11月）　公金支出情報
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福祉局 自立支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 小口支払基金繰戻金（緊急入院保護グループ）１０月分の支出について
1,620

福祉局 自立支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年１０月分）
35,952

福祉局 自立支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年１０月分）
159,395

福祉局 自立支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年１０月分）
16,270

福祉局 自立支援課 平成26年11月25日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 平成26年度自立支援センターにおけるキャリアカウンセリング業務委託料（平成26年10月分の支出について
691,977

福祉局 自立支援課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用　管外出張の支出について（１１月１１日）
1,900

福祉局 自立支援課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度住宅支援給付（１１月支給決定・市営住宅分）の支出について
86,500

福祉局 自立支援課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度住宅支援給付（１１月支給決定・府営住宅分）の支出について
63,800

福祉局 自立支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 ホームレス自立支援グループ事業用市内出張交通費（１０月分）の支出について
26,028

福祉局 自立支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 ホームレス自立支援事業用福岡出張にかかる出張命令について（平成26年度全国自治体ホームレス対策連絡協議会）
27,340

福祉局 自立支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度住宅支援給付（１１月支給決定・民間賃貸住宅等月末支払分）の支出について
2,982,100

福祉局 自立支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代の支出について（業務センター９月分）
19,857

福祉局 自立支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代の支出について（業務センター１０月分）
14,128

福祉局 自立支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代金の支出について（調査室１０月分）
13,123

福祉局 自立支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金（１０月分）の支出について（差出分）
229,782

福祉局 自立支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金（１０月分）の支出について（受取人払分）
34,658

福祉局 自立支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（扶助費）１２月分の支出について
11,385,000

福祉局 自立支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費（扶助費）１２月分の支出について
3,150,000

福祉局 自立支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（扶助費）１２月分の支出について
30,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度重度障がい者入浴サービス事業委託料の支出について（９月分）
17,049,850

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市障がい者相談支援センター事業業務委託委託料の支出について（住宅入居等支援事業８月分）
150,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度特別障がい者手当等給付費の支出について（１０月決議分）
348,122,600

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度特別障がい者手当等給付費の支出について（未支払等１０月決議分）
1,136,760

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市重度障がい者等タクシー給付券実績確認等業務委託（概算契約）について（平成26年9月実績分）
361,618

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度障がい者福祉バス借上補助金の支出について（第１１号）
51,300

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（総合医療センター９月分）
25,200

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（南大阪小児リハビリテーション病院９月分）
4,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（十三市民病院９月分）
7,360

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度　重度障がい者等タクシー料金給付事業にかかる扶助費（９月分）の支出について【追加支払分-2】
471,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成２６年度大阪市身体障がい者相談員設置事業報償金の支出について（上半期分）
45,600

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度第１回大阪市障がい者施策推進協議会委員用委員等報酬及び費用弁償の支出について（Ｈ26.10.27開催分）
112,035

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年度第１回大阪市障がい者施策推進協議会委員用委員等報酬及び費用弁償の支出について（Ｈ26.10.27開催分）
3,640

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市障がい児等療育支援事業委託料の支出について（７～９月分）
5,587,400

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月14日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 千里作業指導所フェンス取り換え工事経費の支出について
102,600

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月14日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度心身障がい者扶養共済事業給付金（年金）の支出について（１１月分）
23,540,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度障がい者歯科診療センター業務委託料の支出について（第3回分）
5,955,750

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度身体障がい者自動車改造費補助金の支出について（第３号）
100,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度盲ろう者通訳・介助者派遣事業のうち派遣費にかかる負担額の支出について（第2四半期分）
8,671,979

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度手話通訳者養成研修事業にかかる分担金の支出について（第3四半期分）
1,886,153

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度盲ろう者通訳・介助者派遣事業及び養成事業にかかる分担金の支出について（第3四半期分）
959,402

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 　第14回全国障害者スポーツ大会の視察・開会式への出席のための出張及び同所要経費の支出について（障がい者福祉事業用）
37,792

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障害保健福祉関係主管課長会議（東京）への出張及び同所要経費の支出について（障がい者福祉事業用）
28,840

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 インデックス　外１３点買入及び同所要経費の支出について（障がい福祉事業用）
23,652

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 障がい者福祉事業用点字用ソフトウェア　買入及び同所要経費の支出について
35,640

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成26年度「心の輪を広げる障がい者理解促進事業」にかかる「心の輪を広げる体験作文」等の表彰式での入賞者への表彰状をいれる丸筒買入の支出について
1,485

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成26年度「心の輪を広げる障がい者理解促進事業」にかかる「心の輪を広げる体験作文」等の表彰式での入賞者に贈呈する図書カード買入の支出について
52,500

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市リフト付バス運行事業用委託料の支出について（第３四半期分）
2,037,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度障がい者福祉バス借上補助金の支出について（第２３号）
51,500
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福祉局 障がい福祉課 平成26年11月21日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度心身障がい者扶養共済事業脱退一時金の支出について
150,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月21日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度心身障がい者扶養共済事業弔慰金の支出について
150,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成26年度福祉のまちづくり大都市連絡会議への出席のための出張及び同所要経費の支出について（障がい者福祉事業用）
26,940

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市障がい者施策推進協議会委員用視覚障がい者ガイドヘルプ経費の支出について（10月27日分）
4,600

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市障がい者相談支援センター事業業務委託委託料の支出について（第5回中間払い分）
100,000

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度障がい者福祉バス借上補助金の支出について（第２１号）
48,600

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度　重度障がい者等タクシー料金給付事業にかかる扶助費（１０月分）の支出について
70,358,750

福祉局 障がい福祉課 平成26年11月28日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 納付費 役務費　共済保険料 平成２６年度心身障がい者扶養共済事業納付金の支出について（平成２６年１１月分）
3,312,900

福祉局 障がい支援課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その１１）
162,885

福祉局 障がい支援課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その１２）
128,325

福祉局 障がい支援課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度障がい福祉サービス費の支出について（９月サービス・１０月請求分）
126,936

福祉局 障がい支援課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度移動支援サービス費の支出について（９月サービス・１０月請求分）
15,980

福祉局 障がい支援課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年度障がい支援区分認定調査市内出張旅費の支出について（９月分）
12,950

福祉局 障がい支援課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市重度心身障がい者（児）住宅改修費給付事業用委託料の支出について（第2四半期分）
176,900

福祉局 障がい支援課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（１０月分その１）【大阪市外分】
27,200

福祉局 障がい支援課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（９月分その３）【大阪市外分】
13,600

福祉局 障がい支援課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市障がい者リハビリテーション促進事業費の支出について（第２四半期分）（１）
23,952

福祉局 障がい支援課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市障がい者リハビリテーション促進事業費の支出について（第２四半期分）（２）
255,441

福祉局 障がい支援課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その５）
133,530

福祉局 障がい支援課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その１４）
122,040

福祉局 障がい支援課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その１３）
100,440

福祉局 障がい支援課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その４）
162,300

福祉局 障がい支援課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（７月請求分その３９）
10,800

福祉局 障がい支援課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その１３）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市障がい児入所施設療育機能強化事業にかかる業務委託料の支出について（社会福祉法人いわき学園　大阪市立敷津浦学園）【第２四半期分・物件費】
200

福祉局 障がい支援課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料
平成26年度大阪市障がい児入所施設療育機能強化事業にかかる業務委託料の支出について（社会福祉法人大阪福祉事業財団　すみれ愛育館）【第２四半期分・物件
費】 4,507

福祉局 障がい支援課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料
平成26年度大阪市障がい児入所施設療育機能強化事業にかかる業務委託料の支出について（社会福祉法人大阪福祉事業財団　すみれ愛育館）【第２～第３四半期分・
人件費】 1,568,600

福祉局 障がい支援課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料
平成26年度大阪市障がい児入所施設療育機能強化事業にかかる業務委託料の支出について（社会福祉法人いわき学園　大阪市立敷津浦学園）【第２～第３四半期分・
人件費】 3,137,200

福祉局 障がい支援課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（９月サービス提供分　2/3）
542,315

福祉局 障がい支援課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度療養介護医療費（食事療養費）の支出について（平成２６年９月分）
108,590

福祉局 障がい支援課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その２１）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その１０）
133,725

福祉局 障がい支援課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度　障がい福祉サービス費の支出について（１０月審査分）
3,799,747,312

福祉局 障がい支援課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度　障がい児給付費の支出について（１０月審査分）
379,006,623

福祉局 障がい支援課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度　障がい福祉事業用移動支援費の支出について（１０月審査分）
237,480,501

福祉局 障がい支援課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市日中一時支援事業にかかる支出について（平成２６年１０月請求分）
2,164,135

福祉局 障がい支援課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい福祉事業用　平成26年度障がい児施設医療費（点数外）の支出について（治療材料分）
5,292

福祉局 障がい支援課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい福祉事業用　平成26年度障がい児施設医療費（点数外）の支出について（治療材料分）
6,372

福祉局 障がい支援課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成26年度連絡調整用市内・近接地出張交通費の支出について（９月分）
18,910

福祉局 障がい支援課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その２２）
83,160

福祉局 障がい支援課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その１５）
104,175

福祉局 障がい支援課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その３０）
10,800

福祉局 障がい支援課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（８月分）【大阪市外分】
13,600

福祉局 障がい支援課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度療養介護医療費（食事療養費）の支出について（平成２６年９月分）（２）
4,020

福祉局 障がい支援課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（平成26年10月提出分）
1,558,140

福祉局 障がい支援課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その１７）
72,360

福祉局 障がい支援課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その１８）
85,125

福祉局 障がい支援課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（８月請求分その６）
4,320
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福祉局 障がい支援課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その２０）
95,925

福祉局 障がい支援課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その１６）
115,860

福祉局 障がい支援課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（８月請求分その１３）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その２５）
77,760

福祉局 障がい支援課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（８月請求分その５）
3,240

福祉局 障がい支援課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（７月請求分その２３）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 公費負担医療にかかる電子媒体による連名簿データ提供業務にかかる委託料（10月提供（９月審査）分）の支出について
22,902

福祉局 障がい支援課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（７月分）【大阪市外分】
20,400

福祉局 障がい支援課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市重症心身障がい児者等医療型短期入所事業における事業加算及び病床確保料の支出について（愛染橋・第２四半期分）
3,400,000

福祉局 障がい支援課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査にかかる介添人派遣事業の支出について（４月・５月）
1,000

福祉局 障がい支援課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市障がい児入所施設療育機能強化事業にかかる業務委託料の支出について（第２・第３四半期分　社会福祉法人光徳寺善隣館　中津学園）
1,568,600

福祉局 障がい支援課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（９月分その１）【大阪市外分】
27,200

福祉局 障がい支援課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（１０月分その２）【大阪市外分】
61,200

福祉局 障がい支援課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（９月分その２）【大阪市外分】
13,600

福祉局 障がい支援課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度障がい福祉サービス費支払実績等管理ツールレンタルにかかる経費の支出について（９月分）
85,320

福祉局 障がい支援課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（平野区第7号）
69,200

福祉局 障がい支援課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（生野区第8号）
16,500

福祉局 障がい支援課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市難聴児補聴器給付事業用補聴器経費の支出について（第2610号）
39,510

福祉局 障がい支援課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費の支払いについて（10月支払（５～９月分））
2,300

福祉局 障がい支援課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市重症心身障がい児者等医療型短期入所事業における事業加算及び病床確保料の支出について（愛染橋・第２四半期分）
70,700

福祉局 障がい支援課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会障がい児給付費等支払手数料の支出について（１０月受付分）
354,882

福祉局 障がい支援課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会移動支援費等支払手数料の支出について（１０月受付分）
424,908

福祉局 障がい支援課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度障がい福祉サービス費支払実績等管理ツールレンタルにかかる経費の支出について（１０月分）
135,000

福祉局 障がい支援課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 大阪府国保連合会障がい福祉サービス費等支払手数料の支出について（１０月受付分）
1,937,430

福祉局 障がい支援課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その１９）
116,445

福祉局 障がい支援課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その２７）
145,800

福祉局 障がい支援課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その２３）
120,570

福祉局 障がい支援課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その３８）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい児施設医療費（国保79審査委託料）の支払いについて（１０月審査分）
1,960

福祉局 障がい支援課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい児施設医療費（国保53審査委託料）の支払について（１０月審査分）
4,802

福祉局 障がい支援課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度障がい児施設医療費（国保79医療費）の支払いについて（９月診療分）
1,362,503

福祉局 障がい支援課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保後期高齢９月診療分）
2,219,390

福祉局 障がい支援課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保９月診療分）
17,187,574

福祉局 障がい支援課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度障がい児施設医療費（国保53）の支払について（９月診療分）
1,425,888

福祉局 障がい支援課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度療養介護医療費（後期高齢）９月診療分（１０月審査分）の支出について
441,510

福祉局 障がい支援課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度療養介護医療費（国保）９月診療分（１０月審査分）の支出について
21,063,794

福祉局 障がい支援課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度障がい者訓練等通所交通費の支出について（５・６・７・８・９月分）（２）
742,872

福祉局 障がい支援課 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい児施設医療費（国保53審査委託料）の支払について（１０月審査分）
17,738

福祉局 障がい支援課 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度障がい児施設医療費（国保53）の支払について（９月診療分）
751,705

福祉局 障がい支援課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その３２）
17,280

福祉局 障がい支援課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その２５）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査にかかる介添人派遣事業の支出について（９月分・１０月分）
3,000

福祉局 障がい支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,400

福祉局 障がい支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その１）
9,720

福祉局 障がい支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（７月請求分その４９）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その３１）
244,770

福祉局 障がい支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費及び委託料の支出について（社保９月診療・10月審査分））
269,299

福祉局 障がい支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい児施設医療費（社保79）の支払いについて（９月診療分）
9,305
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福祉局 障がい支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度療養介護医療費（社保）10月審査分の支出について
1,050

福祉局 障がい支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度療養介護医療費（国保・審手）10月審査分の支出について
14,259

福祉局 障がい支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市重症心身障がい児者等医療型短期入所事業における事業加算及び病床確保料の支出について（ボバース・第２四半期分）
2,880,000

福祉局 障がい支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度療養介護医療費（後期高齢・審手）10月審査分の支出について
784

福祉局 障がい支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保９月診療・１０月審査分）
55,958

福祉局 障がい支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保後期高齢９月診療・10月審査分）
23,128

福祉局 障がい支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度障がい児施設医療費（社保79）の支払いについて（９月診療分）
9,886,612

福祉局 障がい支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費及び委託料の支出について（社保９月診療・10月審査分））
731,441,633

福祉局 障がい支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度療養介護医療費（社保）９月診療分（１０月審査分）の支出について
2,116,975

福祉局 障がい支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（９月サービス提供分　3/3）
444,881

福祉局 障がい支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市重症心身障がい児者等医療型短期入所事業における事業加算及び病床確保料の支出について（ボバース・第２四半期分）
202,000

福祉局 障がい支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 障がい支援区分認定事務用窓あき封筒ほか１点の買入並びに同所要経費の支出について
310,230

福祉局 障がい支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター上下水道使用料に係る経費の支出について（平成２６年１１月分　障がい支援課負担分）
5,491

福祉局 障がい支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター上下水道使用料に係る経費の支出について（平成２６年１１月分　障がい支援課負担分）
2,687

福祉局 障がい支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その３０）
87,090

福祉局 障がい支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その２４）
80,610

福祉局 障がい支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その２８）
86,400

福祉局 障がい支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その２６）
80,805

福祉局 障がい支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その２９）
100,245

福祉局 障がい支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その１２）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その２７）
8,445

福祉局 障がい支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その２７）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（７月分）【大阪市外分】
13,600

福祉局 障がい支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい福祉事業用　平成２６年度大阪市地域活動支援センター事業（生活支援型）の委託料の支出について（下半期）
82,014,417

福祉局 障がい支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい福祉事業用　平成２６年度大阪市地域活動支援センター事業（活動支援Ｂ型）経費の支出について（下半期）
37,180,000

福祉局 障がい支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい福祉事業用　平成２６年度大阪市地域活動支援センター事業（活動支援Ａ型）委託料の支出ついて（下半期）
277,069,000

福祉局 障がい支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費の支払いについて（４～９月分）
58,526

福祉局 障がい支援課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その３４）
10,800

福祉局 障がい支援課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その３３）
74,520

福祉局 障がい支援課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その９）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その３６）
10,800

福祉局 障がい支援課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その３５）
14,040

福祉局 障がい支援課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度療養介護医療費（食事療養費）の支出について（平成２６年９月分）（３）
51,790

福祉局 障がい支援課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市強度行動障がい者処遇改善事業費の支出について（11月請求分）
1,066,340

福祉局 障がい支援課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その２１）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市緊急通報システム事業用委託料の支出について（10月分）
115,333

福祉局 障がい支援課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市障がい者リハビリテーション促進事業費の支出について（10月請求：第１四半期分）（４）
349,373

福祉局 障がい支援課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市難聴児補聴器給付事業用補聴器経費の支出について（第2611号）
61,900

福祉局 障がい支援課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市障がい者リハビリテーション促進事業費の支出について（10月請求：第２四半期分）（３）
2,515,261

福祉局 障がい支援課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度　重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業費の支出について（10月決定分）
39,750

福祉局 障がい支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 障がい支援区分認定審査会（10月）に係る報酬並びに費用弁償の支出について（平成26年10月分）
3,110,790

福祉局 障がい支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 障がい支援区分認定審査会（10月）に係る報酬並びに費用弁償の支出について（平成26年10月分）
78,160

福祉局 障がい支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい支援区分認定調査事業及び審査会事業に係る郵便料の支出について（平成26年10月分）
410,840

福祉局 障がい支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その３９）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その３８）
269,220

福祉局 障がい支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（７月請求分その４４）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その３７）
7,560

福祉局 障がい支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その２８）
5,400
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福祉局 障がい支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その３７）
108,690

福祉局 障がい支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その２５）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい福祉事業用　平成26年度障がい児施設（措置費）の支出について（敷津浦学園１０月分）
5,604,902

福祉局 障がい支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 公費負担医療受給者別一覧表及び過誤内訳書の複写磁気媒体の作成業務（10月審査11月提供分）委託料の支出について
3,000

福祉局 障がい支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度障がい支援区分判定端末用ソフトウェア借入（その２）にかかる経費の支出について（１０月分）
23,436

福祉局 障がい支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい支援区分認定端末等機器（長期借入）の実施及び経費の支出について（１０月分）
180,360

福祉局 障がい支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度障がい児施設給付費（医療費点数外）の支出について（１０月分）
21,400

福祉局 障がい支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（平成26年10月提供分）
53,023

福祉局 障がい支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉事業用　平成26年度障がい児施設（措置費）の支出について（１０月分）
55,208,922

福祉局 障がい支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度多子軽減にかかる障がい児通所給付費の支出について（４～９月提供分）
18,188

福祉局 障がい支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市障がい者リハビリテーション促進事業費の支出について（１１月請求：第２四半期分）（５）
310,232

福祉局 障がい支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度施設児童援護費（法外援護費）の支出について（９・１０月提供分）
13,118,432

福祉局 障がい支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市障がい者リハビリテーション促進事業費の支出について（１１月請求：第１四半期（５）、第２四半期（４）分）
157,116

福祉局 障がい支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費の支払いについて（９月分）
2,300

福祉局 障がい支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成25年度自立支援医療（更生医療）府費負担金受入超過による返還金の支出について
43,777,353

福祉局 運営指導課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務用　料金後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
5,645

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（９月分３回目）
4,427,263

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 平成２６年度家族介護慰労金支給事業用扶助費の支出について（第２四半期・１回目）
500,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（９月分２回目）
4,742,371

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 平成２６年度家族介護慰労金支給事業用扶助費の支出について（第２四半期・２回目）
100,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付事業にかかる高齢者用電話名義変更手数料の支出について（９月分）
12,096

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（６月～９月実施分）（３３回目）
1,053,114

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（９月分３回目）
1,142,266

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（５月～９月実施分）（３４回目）
4,555,700

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（５月～９月実施分）（３５回目）
4,594,790

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（９月分４回目）
2,656,870

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（8月分４回目）
812,970

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金（中央区社協・第１回）の支出について
96,542

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（５月～９月実施分）（３６回目）
700,216

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（５月～９月実施分）（３５回目）
2,525,584

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会高齢社福祉専門分科会(平成26年10月15日(水))の開催にかかる委員報酬等の支出について
288,090

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会高齢社福祉専門分科会(平成26年10月15日(水))の開催にかかる委員報酬等の支出について
41,020

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（６月～１０月実施分）（３６回目）
2,124,356

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（５月～９月実施分）（３６回目）
730,336

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（５月～９月実施分）（３４回目）
982,280

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　筆耕翻訳料 平成26年度第2回地域包括支援センター運営協議会会議録調製費用の支出について
21,870

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 認知症初期集中支援チームモデル事業にかかる委託の実施及び同所要経費の支出について（７～12月分）
4,974,412

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（９月分５回目）
945,540

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１０月１回目）
28,169

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（９月分４回目）
644,537

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成２６年度大阪市高齢者ケア付住宅生活援助員配置事業の業務委託料の支出について（第３四半期分）
14,797,750

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）「Ｑ＆Ａ　高齢者の生活・介護支援の手引」追録５９号にかかる買入経費の支出について
3,412

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）「社会福祉施設整備事務便覧」追録４９１～４９７号にかかる買入経費の支出について
13,811

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）「高齢者医療・福祉法令解釈要覧」追録１５２～１５３号　外３点にかかる買入経費の支出について
22,731

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢福祉課火災警報器（一般型・警報ブザー付）設置業務委託費の支出について（平成２６年９月分）
19,025

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 介護予防健診等実施業務委託料の支出について（９月分）
4,948,320

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（５月～９月実施分）（３８回目）
1,389,892

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 緊急通報システム事業（家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業【緊急時駆けつけ対応業務】）業務委託の支出について（10月分）
470,988
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福祉局 高齢福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 高齢福祉課用電話機の概算買入の支出について（10月分）
306,180

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（５月～９月実施分）（３９回目）
1,047,534

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 高齢福祉課用電磁調理器の概算買入の支出について（10月分）
229,392

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢福祉課自動消火器設置業務委託費の支出について（平成２６年１０月分）
97,200

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（６月～９月実施分）（３８回目）
979,380

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 （高齢福祉課職員用）平成２６年９月分市内出張旅費（近接地含む）の支出について
24,942

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１０月分２回目）
1,447,915

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（９月分６回目）
119,250

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 緊急通報システム事業等アンケート（現況確認）返送用郵送料の支出について（１０月分）
8,132

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢者相談支援サポート事業にかかる経費の支出について（第３四半期分）
5,496,500

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 基本チェックリスト実施勧奨用郵送料の支出について（１０月分）
103,703

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（５月～９月実施分）（４０回目）
692,776

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（６月～９月実施分）（３９回目）
1,969,380

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（１０月分２回目）
2,118,706

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（１０月分１回目）
26,195,098

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 高齢者相談支援サポート事業にかかる経費の支出について（第３四半期分）
1,760,000

福祉局 高齢福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 介護用品支給事業用介護用品の代金の支出について（９月分）
11,109,990

福祉局 高齢施設課 平成26年11月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度　介護保険施設情報提供等事業に係る委託経費の支出について（１０～１２月分）
2,089,261

福祉局 高齢施設課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度老人保護措置費の支出について（平成26年11月分）
225,665,803

福祉局 高齢施設課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度老人保護措置費の支出について（京都府立洛南寮10月分）
142,920

福祉局 高齢施設課 平成26年11月17日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 特別養護老人ホームゆうわにかかる平成26年度大阪市民間老人福祉施設整備費補助金（平成25年度から繰越明許分）の支出について
116,000,000

福祉局 高齢施設課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（10月分）
476

福祉局 高齢施設課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成26年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（10月分）
23,786

福祉局 高齢施設課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成26年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（10月分）
104,397

福祉局 高齢施設課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成26年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（10月分）
1,254,019

福祉局 高齢施設課 平成26年11月20日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成26年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（10月分）
6,343

福祉局 高齢施設課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 （高齢施設課職員用）平成２６年９月市内出張旅費（近接地含む）の支出について
14,292

福祉局 高齢施設課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年度１０月分高齢施設課事務用後納料金の支出について
21,339

福祉局 高齢施設課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 もと大阪市立天野苑機械警備業務にかかる経費の支出について（平成２６年７～８月分）
11,705

福祉局 いきがい課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ平野電気代の支出について　１０月分（機械警備用）
2,436

福祉局 いきがい課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市大正区地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）運営補助金の支出について（三軒家東老人憩の家外10箇所）
3,179,000

福祉局 いきがい課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市西区地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）運営補助金の支出について（明治老人憩の家外8箇所）
2,601,000

福祉局 いきがい課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市平野区地域高齢者等活動拠点施設（老人憩の家）運営補助金の支出について（加美老人憩の家）
245,000

福祉局 いきがい課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市西区地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）運営補助金の支出について（日吉老人憩の家外1箇所）
578,000

福祉局 いきがい課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証（ＩＣカード）発行・管理料（９月分）の支出について
9,153,092

福祉局 いきがい課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市平野区地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）運営補助金の支出について（平野南会館老人憩の家外３箇所）
1,160,000

福祉局 いきがい課 平成26年11月07日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 もと地域活動支援プラザ浅香に係る廃棄物収集運搬及び処分委託業務の経費の支出について
772,200

福祉局 いきがい課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 いきがい課事務用品　シャープペンシルほか４点買入にかかる経費の支出について
4,287

福祉局 いきがい課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ旭電気代の支出について　１０月分（機械警備用）
1,233

福祉局 いきがい課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ浅香電気代の支出について　１０月分（機械警備用）
863

福祉局 いきがい課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　印刷製本費 敬老優待乗車証についてのお知らせ（乗継案内）ほか1点の印刷及び経費の支出について
178,070

福祉局 いきがい課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 もと地域活動支援プラザ浅香他５ヶ所機械警備業務委託に係る経費の支出について（７月～９月）
287,064

福祉局 いきがい課 平成26年11月14日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 もと平林老人憩の家に係る地下埋設物調査等業務委託の経費の支出について
1,854,360

福祉局 いきがい課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年度　いきがい課市内出張交通費の支払について（１０月分）
32,730

福祉局 いきがい課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ東住吉電気代の支出について　１０月分（機械警備用）
747

福祉局 いきがい課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証（ＩＣカード）５年次更新申請書取次業務委託（９月分）の支出について
680,353

福祉局 いきがい課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市西区地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）運営補助金の支出について（九条南老人憩の家）
258,000

福祉局 いきがい課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証用納付書封入封緘等業務委託（10月分）の経費の支出について
72,397
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福祉局 いきがい課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市高齢者入浴割引事業補助金の支出について（上半期：浴場組合未加入　高手湯）
12,640

福祉局 いきがい課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証用交付申請書封入封緘等業務委託（10月分）経費の支出について
64,757

福祉局 いきがい課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成26年度敬老優待乗車証チャージ履歴調査業務委託（その３）の経費の支出について
178,200

福祉局 いきがい課 平成26年11月21日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 もと地域活動支援プラザ東住吉ほか１施設に係る土地利用履歴調査等業務委託の経費の支出について
799,200

福祉局 いきがい課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　交付金 市営交通料金福祉措置にかかる交付金（敬老優待乗車証による利用料金９月分）の支出について
440,869,473

福祉局 いきがい課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと軽費老人ホームにしはま荘電気代の支出について　１０月分（機械警備用）
5,549

福祉局 いきがい課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市東住吉区地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）運営補助金の支出について（住道矢田福祉会館老人憩の家）
289,000

福祉局 いきがい課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 敬老優待乗車証用交付申請書・納付書・利用停止通知郵送料（１０月分）の支出について
601,304

福祉局 いきがい課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成２６年度敬老優待乗車証利用停止はがき等圧着業務委託（10月分）経費の支出について
14,109

福祉局 いきがい課 平成26年11月28日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 もと地域活動支援プラザ淀川に係る土壌汚染状況調査等業務委託の経費の支出について
1,026,000

福祉局 いきがい課 平成26年11月28日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　分担金 もといきいきエイジングセンターに係る管理費の支出について（１１月分）
782,600

福祉局 介護保険課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託契約にかかる委託料の支出について（平成26年度第2四半期分）
255,310

福祉局 介護保険課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託契約にかかる委託料の支出について（平成26年度第2四半期分）
877,976

福祉局 介護保険課 平成26年11月04日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託契約にかかる委託料の支出について（平成26年度第2四半期分）
214,239

福祉局 介護保険課 平成26年11月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託契約にかかる委託料の支出について（平成26年度第2四半期分）
166,414

福祉局 介護保険課 平成26年11月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 第三者行為求償用の事務委託料の支出について
260,755

福祉局 介護保険課 平成26年11月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１０月分）
86,400

福祉局 介護保険課 平成26年11月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(9月分【他】①)
100,440

福祉局 介護保険課 平成26年11月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(9月分【他②】)
68,040

福祉局 介護保険課 平成26年11月04日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、１１月分還付用資金前渡金の支出について（窓口、歳出）
1,000,000

福祉局 介護保険課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 大阪市認定事務センター事務用コピー代金の支出について（9月分）
94,627

福祉局 介護保険課 平成26年11月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　普通旅費 介護認定事務にかかる市内出張交通費の支出について（９月分）
12,470

福祉局 介護保険課 平成26年11月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 大阪市認定事務センター事務用コピー代金の支出について（9月分）
438,932

福祉局 介護保険課 平成26年11月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書の作成料の支払いについて（１０月分）
61,560

福祉局 介護保険課 平成26年11月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(9月分⑨)
57,001

福祉局 介護保険課 平成26年11月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(9月分【他】③)
68,040

福祉局 介護保険課 平成26年11月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(9月分③)
42,120

福祉局 介護保険課 平成26年11月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(9月分②)
12,960

福祉局 介護保険課 平成26年11月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(9月分①)
12,960

福祉局 介護保険課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（9月分）
1,071

福祉局 介護保険課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ（大阪市認定事務センター）長期借入に係る所要経費の支出について（9月分）
2,594

福祉局 介護保険課 平成26年11月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（9月分）
5,927

福祉局 介護保険課 平成26年11月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(9月分⑥)
7,560

福祉局 介護保険課 平成26年11月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(9月分④)
36,936

福祉局 介護保険課 平成26年11月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ（大阪市認定事務センター）長期借入に係る所要経費の支出について（9月分）
2,593

福祉局 介護保険課 平成26年11月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１０月分）
44,280

福祉局 介護保険課 平成26年11月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１０月分）
87,480

福祉局 介護保険課 平成26年11月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１０月分）
75,600

福祉局 介護保険課 平成26年11月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(9月分⑧)
3,240

福祉局 介護保険課 平成26年11月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(9月分⑦)
32,400

福祉局 介護保険課 平成26年11月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 高齢者介護手続きマニュアル　追録第４９号の購入にかかる経費の支出について
3,810

福祉局 介護保険課 平成26年11月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護・福祉・医療サービス事業の人事労務ガイドブック追録第１４号の購入にかかる経費の支出について
3,888

福祉局 介護保険課 平成26年11月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険料督促状兼納付書他１点の作成及び同所要経費の支出について
99,900

福祉局 介護保険課 平成26年11月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(9月分【他】④)
51,840

福祉局 介護保険課 平成26年11月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２６年度要介護認定調査の外国語通訳者派遣事業にかかる委託料の支出について（９月分）
3,024

福祉局 介護保険課 平成26年11月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(9月分⑩)
90,720

福祉局 介護保険課 平成26年11月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２６年度要介護認定調査の外国語通訳者派遣事業にかかる委託料の支出について（９月分）
1,512

福祉局 介護保険課 平成26年11月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(9月分⑪)
18,240
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福祉局 介護保険課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　印刷製本費 介護保険料督促状兼納付書の作成及び同経費の支出について
103,680

福祉局 介護保険課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理業務にかかる委託料の支出について（９月審査分）
1,689,227

福祉局 介護保険課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度大阪府介護認定審査会合議体の長会議にかかる委員報酬及び費用弁償の支出について（再支出）
18,336

福祉局 介護保険課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 平成26年度大阪府介護認定審査会合議体の長会議にかかる委員報酬及び費用弁償の支出について（再支出）
320

福祉局 介護保険課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 認定結果等共通封筒外３点の買入及び同所要経費の支出について（第１回分納）
1,816,398

福祉局 介護保険課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 大阪市認定事務センター事務用スティックのり　外１９点の買入にかかる支出について
55,036

福祉局 介護保険課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１０月分）
70,200

福祉局 介護保険課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理業務にかかる委託料の支出について（９月審査分）
145,128

福祉局 介護保険課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、10月年金保険者還付金の支出について（厚生年金、歳出）
17,946

福祉局 介護保険課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、10月年金保険者還付金の支出について（国民年金、歳出）
6,300

福祉局 介護保険課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、10月年金保険者還付金の支出について（基礎年金、歳出）
69,400

福祉局 介護保険課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（10月分）
1,033

福祉局 介護保険課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（10月分）
5,719

福祉局 介護保険課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(9月分⑫)
6,405

福祉局 介護保険課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度介護サービス等給付費の支払いについて（１０月支給決定分）
77,126,082

福祉局 介護保険課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
介護予防サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度介護予防サービス等給付費の支払いについて（１０月支給決定分）
50,289,263

福祉局 介護保険課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額介護サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度高額介護サービス費等給付費の支払いについて（１０月支給決定分）
122,268,019

福祉局 介護保険課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額医療合算介護サー
ビス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度高額医療合算介護サービス等給付費の支払いについて（１０月支給決定分）
34,907,960

福祉局 介護保険課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
特定入所者介護サービ
ス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度特定入所者介護サービス費等給付費の支払いについて（１０月支給決定分）
262,080

福祉局 介護保険課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、１０月分還付金の支出について（口座、歳出）
808,146

福祉局 介護保険課 平成26年11月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支出について（９月分）
62,833,020

福祉局 介護保険課 平成26年11月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
250

福祉局 介護保険課 平成26年11月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
3,888

福祉局 介護保険課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　手数料 介護保険特別対策用審査支払経費の支出について（平成26年10月審査分）
760

福祉局 介護保険課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 介護保険特別対策用利用経費の支出について（平成26年10月審査分）
67,635

福祉局 介護保険課 平成26年11月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　大阪市認定調査員現任研修にかかる会議室使用料（市立社会福祉センター分）の支出について
21,600

福祉局 介護保険課 平成26年11月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(９月分)
1,169,640

福祉局 介護保険課 平成26年11月20日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 介護給付費の支出について（平成26年10月審査分）
15,527,683,015

福祉局 介護保険課 平成26年11月20日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
介護予防サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 介護給付費の支出について（平成26年10月審査分）
1,269,543,965

福祉局 介護保険課 平成26年11月20日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額介護サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 高額介護サービス費の支払いについて（平成26年10月審査分）
264,233,464

福祉局 介護保険課 平成26年11月20日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
特定入所者介護サービ
ス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 特定入所者介護サービス費等の支出について（平成26年10月審査分）
520,598,287

福祉局 介護保険課 平成26年11月20日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 審査支払費 委託料　委託料 介護給付費審査支払い業務委託料の支出について（平成26年10月審査分）
2,810,664

福祉局 介護保険課 平成26年11月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度介護保険住宅改修費等適正給付事業業務委託にかかる経費の支出について（下半期分）
2,182,460

福祉局 介護保険課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成26年10月分）の支出について
2,526

福祉局 介護保険課 平成26年11月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成26年10月分）の支出について
30,864

福祉局 介護保険課 平成26年11月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成26年度介護保険関係帳票封入封緘作業等業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（10月分）
4,011,513

福祉局 介護保険課 平成26年11月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター水道使用にかかる経費の支出について(11月分)
30,396

福祉局 介護保険課 平成26年11月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター水道使用にかかる経費の支出について(11月分)
14,875

福祉局 介護保険課 平成26年11月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１０月分）
45,360

福祉局 介護保険課 平成26年11月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(9月分【他】⑤)
9,720

福祉局 介護保険課 平成26年11月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成26年10月分）の支出について
3,506

福祉局 介護保険課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託にかかる所要経費の支出について（平成２６年９月分）
247,455

福祉局 介護保険課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託用端末機器等　長期借入に係る支出について（平成２６年１０月分）
2,401

福祉局 介護保険課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 大都市介護保険担当課長会議（平成２６年度後期）にかかる職員の出席及び同所要経費の支出について
51,720

福祉局 介護保険課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（１０月分）の支出について
1,342,866

福祉局 介護保険課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（１０月分）の支出について
2,653,199

福祉局 介護保険課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（１０月分）の支出について
4,187,661

福祉局 介護保険課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（１０月分）の支出について
255,024
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福祉局 介護保険課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託にかかる所要経費の支出について（平成２６年９月分）
1,656,045

福祉局 介護保険課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用サーバ機器等長期借入に係る所要経費の支出について（１０月分）
2,819,232

福祉局 介護保険課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託用端末機器等　長期借入に係る支出について（平成２６年１０月分）
16,067

福祉局 介護保険課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償の支出について（１０月分）
32,967,875

福祉局 介護保険課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償の支出について（１０月分）
274,000

福祉局 介護保険課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（１０月分）の支出について
649,246

福祉局 介護保険課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用サーバ機器等長期借入に係る所要経費の支出について（１０月分）
321,300

福祉局 介護保険課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用端末機器等長期借入に係る所要経費の支出について（１０月分）
283,068

福祉局 介護保険課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用ＯＣＲスキャナー機器等長期借入に係る所要経費の支出について（１０月分）
268,293

福祉局 介護保険課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（１０月分）の支出について
6,885,795

福祉局 介護保険課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 介護福祉事業者台帳システム保守業務委託にかかる同所要経費の支出について（平成26年10月分）
27,435

福祉局 介護保険課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター業務委託　長期継続に係る所要経費の支出について（１０月分）
4,059,612

福祉局 介護保険課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者緊急情報提供用ファクシミリ一斉同報システム利用による同所要経費の支出について（平成26年10月分）
2,311

福祉局 介護保険課 平成26年11月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護福祉事業者台帳システム保守業務委託にかかる同所要経費の支出について（平成26年10月分）
53,565

福祉局 介護保険課 平成26年11月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１０月分）
62,510

福祉局 介護保険課 平成26年11月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター業務委託　長期継続に係る所要経費の支出について（１０月分）
23,370,197

福祉局 介護保険課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成26年度８月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
4,324

福祉局 介護保険課 平成26年11月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成26年度８月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
88,797

福祉局 介護保険課 平成26年11月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　特別旅費 平成26年度介護保険指導監督中堅職員研修出席への出張にかかる同所要経費の支出について
82,880

福祉局 介護保険課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用端末機器等長期借入に係る所要経費の支出について（１０月分）
103,291

福祉局 介護保険課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険及び保険年金事務用 USBメモリの買入にかかる経費の支出について
2,052

福祉局 介護保険課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 全国介護保険担当課長会議にかかる職員の出席及び同所要経費の支出について
58,480

福祉局 介護保険課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険及び保険年金事務用 USBメモリの買入にかかる経費の支出について
2,052

福祉局 介護保険課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用介護保険関係法令実務便覧追録第２８８－２９３号の購入にかかる経費の支出について
189,072

福祉局 介護保険課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険法の実務　追録第116-117号の購入にかかる経費の支出について
7,560

福祉局 介護保険課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成26年度介護保険料決定通知書・納付書作成等業務委託料の支出について（１０月分）
471,454

福祉局 介護保険課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用端末機器等長期借入に係る所要経費の支出について（１０月分）
1,708,905

福祉局 介護保険課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター事務用料金後納郵便に係る経費の支出について（10月分）
8,276,542

福祉局 介護保険課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成量の支払いについて（１０月分）
88,560

福祉局 介護保険課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２６年度介護保険要介護認定調査業務委託料の支出について（１０月分）
95,240,862

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　大阪市立弘済院警備業務委託経費の支出について（９月分）
1,800,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院管理運営用　第７３回日本公衆衛生学会参加にかかる旅費の支出について
52,140

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　建物修繕料 弘済院第２特別養護老人ホーム　２２号室窓修繕工事経費の支出について
162,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院管理運営用　医療法人　丹比荘　丹比荘病院への病院長あいさつ等にかかる旅費の支出について
3,860

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　平成２６年度看護師研修　成人看護１「褥瘡ケア③」参加にかかる経費の支出について
16,113

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　ペーパータオル買入および同所要経費の支出について
32,950

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　トナーカートリッジ２点　買入にかかる経費の支出について
27,648

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　トナー回収ボトル　外１点　買入経費の支出について
33,987

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　データカード（診察券）買入
142,560

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　ＣＰＵ連続ラベル　買入にかかる経費の支出について
58,320

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（ロトリガ粒状カプセル２ｇ　外１点）購入経費の支出について
73,909

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（メマリーＯＤ錠５ｍｇ５６錠）購入経費の支出について
397,386

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（メマリーＯＤ錠２０ｍｇ【バラ】１００錠）購入経費の支出について
206,388

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アミオダロン塩酸塩速崩錠５０ｍｇ　外３点）購入経費の支出について
75,595

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（ツムラ１０８　人参養栄湯エキス顆粒　外１点）購入経費の支出について
28,900

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（メマリーＯＤ錠２０ｍｇ５６錠）購入経費の支出について
924,048

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院附属病院　調剤監査システム改修業務委託契約にかかる委託料の支出について
993,600

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 弘済院事業用　上下水道料金の支出について　１０月分
1,311,465
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福祉局 弘済院管理課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 弘済院事業用　上下水道料金の支出について　１０月分
591,150

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　建物修繕料 第2特養運営用　弘済院第２特別養護老人ホーム脱衣室・浴室改修工事経費の支出について
928,800

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 平成26年度　臨時職員定期健康診断業務委託（概算契約）経費の支出について
148,176

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 平成26年度　放射線被爆線量測定業務委託にかかる経費の支出について（概算契約）７月～９月分
11,923

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　千寿鍋３７ｃｍほか２点の買入及び経費の支出について
31,536

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　「第１１７回精神保健指定医研修会」参加にかかる経費の支出について
23,916

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　大阪市立弘済院中央監視及び電気・機械設備・建築物等維持管理業務委託経費の支出について（１０月分）
1,161,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成２６年１０月分）
27,278

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式　長期借入費にかかる支出について（平成２６年１０月分）
66,426

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 管理運営用　平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン長期借入費の支出について（平成２６年１０月分）
50,304

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 第２特養運営用　処遇等管理支援システム導入に伴う機器借入の支出について（長期継続契約）１０月分
58,924

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　医療情報システムハードウェア保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年４～９月分）
1,452,168

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　医療情報システムソフトウェア保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年４～９月分）
2,196,720

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１０月分）
12,373

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１０月分）
22,145

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１０月分）
21,054

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　糞便検査業務委託（概算契約）経費の支出について（１０月分）
10,130

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院管理運営用　非常勤（パート）医師等報償金の支出について（１０月分）
1,690,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　研究補助者報償金１０月分の支出について
12,080

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１０月分）
8,519

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１０月分）
36

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　糞便検査業務委託（概算契約）経費の支出について（１０月分）
734

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　医事業務委託（長期継続契約）にかかる委託料の支出について（１０月分）
1,879,200

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 管理運営用　玄関マット外１点借入契約および経費の支出について（１０月分）
3,108

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　建物修繕料 大阪市立弘済院　庶務・計理事務所レイアウト変更に伴う電話配線変更工事について
59,400

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（平成２６年１０月分）
33,075

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　給食業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（１０月分）
2,866,428

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（平成２６年１０月分）
130,950

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　給食業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（１０月分）
3,230,560

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（平成２６年１０月分）
663,975

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　備品修繕料 管理運営用　リソグラフ印刷機修理にかかる経費の支出について
16,200

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 弘済院事業用　不燃性廃棄物処理業務（単価契約）委託料の支出について　１０月分
28,080

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 負担金、補助及交付金　負担金 管理運営用　電波利用料の支出について
1,800

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療用酸素ガス７０００Ｌ　外２点（概算契約）購入にかかる経費の支出について（１０月分）
97,934

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　臨床検査業務委託契約（概算契約）にかかる委託料の支出について（１０月分）
300,088

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　微生物検査業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（１０月分）
35,046

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　医療廃棄物処理業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（１０月分）
32,140

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　大阪市立弘済院警備業務委託経費の支出について（１０月分）
1,800,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　ノロウイルス検査業務（単価契約）委託料の支出について　１０月分
3,240

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（モーラステープ７×１０ｃｍ７枚）（単価契約）１０月分経費の支出について
169,079

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（イクセロンパッチ１８ｍｇ）（単価契約）１０月分経費の支出について
342,014

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（レミニールＯＤ錠１２ｍｇヒート）（単価契約）１０月分経費の支出について
261,066

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）１０月分経費の支出について
23,031

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（テリボン皮下注用５６．５μｇ１瓶）（単価契約）１０月分経費の支出について
234,504

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）１０月分経費の支出について
190,912

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（オパルモン錠５μｇＰＴＰ）（単価契約）１０月分経費の支出について
258,552

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（ツムラ抑肝散エキス顆粒２．５ｇ）（単価契約）１０月分経費の支出について
283,832

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アジルバ錠２０ｍｇＰＴＰ）（単価契約）１０月分経費の支出について
107,827
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福祉局 弘済院管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　ノロウイルス検査業務（単価契約）委託料の支出について　１０月分
3,240

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 弘済院事業用　大阪市立弘済院非常用発電機点検整備業務委託経費の支出について
1,020,600

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 第2特養運営用　感染症研修会参加経費の支出について
1,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠１０ｍｇヒート）（単価契約）１０月分経費の支出について
649,598

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（レミニールＯＤ錠８ｍｇＰＴＰ）（単価契約）１０月分経費の支出について
599,346

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）１０月分経費の支出について
1,400,133

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）１０月分経費の支出について
2,411,995

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）１０月分経費の支出について
1,618,044

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）１０月分経費の支出について
2,961,982

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）１０月分経費の支出について
1,085,412

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠５ｍｇヒート）（単価契約）１０月分経費の支出について
1,584,424

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院管理運営用　「第１１７回精神保健指定医研修会」参加にかかる旅費の支出について
360

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　ＰＨＳ電話料金の支出について（１０月分）
10,292

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　蛍光灯ほか３点の買入及び経費の支出について
13,500

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　１０月分の支出について
26,699

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　電撃殺虫器買入及び経費の支出について
73,872

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　蛍光ペンほか２０点買入及び経費の支出について
1,036

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について　１０月分
3,798

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　普通旅費 第2特養運営用　市内出張交通費等の支出について　１０月分
2,720

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつ高吸収パッド買入（単価契約）の支出について　１０月分
72,743

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　１０月分の支出について
4,511

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつテープ止めタイプ買入（単価契約）の支出について　１０月分
30,044

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつはくタイプ買入（単価契約）の支出について　１０月分
63,793

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　蛍光ペンほか２０点買入及び経費の支出について
30,186

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について　１０月分
2,992

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 おしぼりタオル外３点借入（単価契約）経費の支出について　１０月分
38,448

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 第２特養運営用　おむつ借入（単価契約）経費の支出について　１０月分
137,700

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具(大阪市立弘済院)借入（単価契約）の経費の支出について　１０月分
1,713

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具(大阪市立弘済院)借入（単価契約）の経費の支出について　１０月分
93,373

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　蛍光ペンほか２０点買入及び経費の支出について
49,842

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　１０月分の支出について
9,329

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　蛍光灯ほか３点の買入及び経費の支出について
10,584

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　備品修繕料 附属病院運営用　全自動分割分包機修理にかかる経費の支出について
32,400

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について　１０月分
15,554

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 おしぼりタオル外３点借入（単価契約）経費の支出について　１０月分
64,154

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具(大阪市立弘済院)借入（単価契約）の経費の支出について　１０月分
98,068

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 旅費　普通旅費 管理運営用　市内出張交通費等の支出について　１０月分
32,394

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　燃料費 弘済院事業用　非常用発電機用燃料買入経費の支出について
27,070

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 管理運営用　電話料金の支払いについて　１０月分
26,115

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 公課費　公課費 弘済院事業用　非常用発電機用燃料買入経費の支出について
4,077

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費１０月分の支出について（ＭＴ－４６６６　介護者分）
14,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費１０月分の支出について（Ｔ－８１７ＭＡ　被験者分）
35,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費１０月分の支出について（Ｔ－８１７ＭＡ　介護者分）
35,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費１０月分の支出について（ＭＴ－４６６６　被験者分）
14,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費１０月分の支出について（ＳＵＮＹ７０１７）
7,000

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院管理運営用　第３３回日本認知症学会学術集会参加にかかる旅費の支出について
54,140

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院管理運営用　第３３回日本認知症学会学術集会参加にかかる旅費の支出について
110,820

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院管理運営用　第３３回日本認知症学会学術集会参加にかかる旅費の支出について
45,440
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福祉局 弘済院管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　クッション畳購入にかかる経費の支出について
218,700

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　医局・看護部用コピー代金の支出について（１０月分）
3,870

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 附属病院医療用　酸素濃縮装置賃貸借にかかる経費の支出について（１０月分）
47,682

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 附属病院運営用　血液分析装置賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（１０月分）
72,240

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 備品購入費　機械器具費 附属病院運営用　認知症患者リハビリテーション室及び看護師控室冷暖房機購入にかかる経費の支出について
306,720

福祉局 弘済院管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 弘済院整備費 委託料　委託料 大阪市立弘済院第１及び第２特別養護老人ホームの賃料算定業務委託経費の支出について
698,760

福祉局 診療所 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 診療所業務用ゴム印の購入経費の支出について
1,058

福祉局 診療所 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成２６年度外注検査業務委託契約（健康診査分）にかかる支出について（９月分）
33,679

福祉局 診療所 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　会費 診療所業務用平成26年度リハビリテーション看護研修会研修会費の支出について（11月19日～11月22日）
7,700

福祉局 診療所 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　特別旅費 診療所業務用平成26年度リハビリテーション看護研修会への参加に伴う出張旅費の支出について
37,670

福祉局 管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年9月分）
6,267

福祉局 管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年9月分）
522

福祉局 管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年9月分）
209

福祉局 管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用コピー代金の支出について（３階平成26年9月分）
41,218

福祉局 管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター管理運営用ボールバルブ他１点の買入について
9,828

福祉局 管理課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター管理運営用炭酸ガスボンベ買入について
6,804

福祉局 管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成26年10月分）
3,974

福祉局 管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　燃料費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成26年10月分）
41,950

福祉局 管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成26年10月分）
1,020

福祉局 管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度心身障がい者リハビリテーションセンター等昇降機保守点検業務委託の実施並びに同所要経費の支出について（第２四半期分）
379,728

福祉局 管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用ＥＴＣ利用通行料金の支出について（平成２６年９月分）
12,110

福祉局 管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成26年度心身障がい者リハビリテーションセンター等昇降機保守点検業務委託の実施並びに同所要経費の支出について（第２四半期分）
202,176

福祉局 管理課 平成26年11月20日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 役務費　手数料 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成26年10月分）
450

福祉局 管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成26年9月分）
55,432

福祉局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度心身障害者リハビリテーションセンター一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる支出について（10月分）
14,305

福祉局 管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用コピー代金の支出について（１階平成26年10月分）
21,621

福祉局 管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
30,168

福祉局 管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター清掃業務委託経費の支出について（10月分）
408,240

福祉局 管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度心身障がい者リハビリテーションセンター等空気調和設備保守点検業務委託にかかる所要経費の支出について（10月分）
478,838

福祉局 管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 心身障害者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（10月分）
12,342

福祉局 管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 心身障害者リハビリテーションセンター管理運営用自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の借入について
7,980

福祉局 管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 心身障害者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（10月分）
12,099

福祉局 管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 平成26年度心身障がい者リハビリテーションセンター等空気調和設備保守点検業務委託にかかる所要経費の支出について（10月分）
38,266

福祉局 管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 心身障害者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（10月分）
1,911

福祉局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 企画情報事業用『障害者総合支援法　事業者ハンドブック　指定基準編〔２０１４年版〕』外10点購入経費の支出について
16,635

福祉局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 リハビリテーションセンター事業（啓発事業等）用レーザーポインター及び色上質紙の購入及び同経費の支出について
17,712

福祉局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 備品購入費　図書購入費 企画情報事業用『障害者総合支援法　事業者ハンドブック　指定基準編〔２０１４年版〕』外10点購入経費の支出について
32,865

福祉局 相談課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度　発達障がい者支援センター運営等事業にかかる所要経費支出について（第３四半期分）
18,500,000

福祉局 相談課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度更生相談所長等研修会参加にかかる経費の支出について
6,000

建設局 管理部管理課 平成26年11月04日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１４５６）
61,200

建設局 管理部管理課 平成26年11月05日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 負担金、補助及交付金　会費 第71回 大都市道路台帳整備実務者会議にかかる会費の支出について（平成26年11月6～7日実施分）
6,000

建設局 管理部管理課 平成26年11月07日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（９月分）桜橋駐車場
773,818

建設局 管理部管理課 平成26年11月07日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（９月分）長堀駐車場等
15,149,683

建設局 管理部管理課 平成26年11月07日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について(受付番号１５７３)
1,632

建設局 管理部管理課 平成26年11月07日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について(受付番号１５８５)
4,896

建設局 管理部管理課 平成26年11月07日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１５４３、１５４４、１５４８、１５５０、１５５１、１５５３、１５５４，１５５５）
37,562

建設局 管理部管理課 平成26年11月07日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１５２９，１５３１、１５３４、１５３５、１５３６、１５３７、１５３８、１５３９，１５４０、１５４１)
35,150

建設局 管理部管理課 平成26年11月07日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１５４７）
5,004
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建設局 管理部管理課 平成26年11月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出軽費について(受付番号１５９０)
6,460

建設局 管理部管理課 平成26年11月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１５８７）
3,655

建設局 管理部管理課 平成26年11月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出軽費について(受付番号１５９３)
5,015

建設局 管理部管理課 平成26年11月11日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出軽費について(受付番号１５９１)
16,808

建設局 管理部管理課 平成26年11月13日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１５５６、１５５７、１５５８、１５５９、１５６１、１５６２、１５６３、１５６４、１５６５、１５６７）
27,086

建設局 管理部管理課 平成26年11月14日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１５６９、１５７０、１５７１、１５７４、１５７５、１５７６、１５７７、１５７８、１５７９、１５８１）
54,195

建設局 管理部管理課 平成26年11月14日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１５８０）
27,584

建設局 管理部管理課 平成26年11月14日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１５８６）
1,000

建設局 管理部管理課 平成26年11月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 報償費　報償金 指定管理者評価シート（平成25年度分）総合評価に係る外部専門家の意見に対する報酬の支出について
32,010

建設局 管理部管理課 平成26年11月18日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１５８２，１５８３、１５８４、１５８９、１５９４）
19,205

建設局 管理部管理課 平成26年11月19日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について(受付番号１６０４)
3,145

建設局 管理部管理課 平成26年11月20日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１５９９）
1,550

建設局 管理部管理課 平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路管理事務用市内出張等交通費（平成２６年９月分）の支出について
2,452

建設局 管理部管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 第71回 大都市道路台帳整備実務者会議にかかる管外出張旅費の支出について
76,960

建設局 管理部管理課 平成26年11月26日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用の支出について（１０月分）プロバイダ料
1,922

建設局 管理部管理課 平成26年11月27日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１６１０）
14,524

建設局 管理部管理課 平成26年11月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１０月分）船場パーキング
439,562

建設局 管理部管理課 平成26年11月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１０月分）中央区役所駐車場等
138,095

建設局 管理部管理課 平成26年11月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１０月分）ＡＴＣ駐車場
13,272

建設局 管理部管理課 平成26年11月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１０月分）大阪駅前第１ビル地下駐車場等
598,945

建設局 管理部管理課 平成26年11月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１０月分）ＯＣＡＴ駐車場
50,272

建設局 管理部管理課 平成26年11月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１０月分）長居公園地下駐車場
123,819

建設局 管理部管理課 平成26年11月28日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 菅原城北大橋有料道路回数券払い戻し業務に係る郵便料金の支払いについて（１０月分）
26,465

建設局 管理部管理課 平成26年11月28日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１５９５、１５９７、１５９８、１６００、１６０１、１６０３、１６０５、１６０６、１６０７、１６０８)
31,589

建設局 測量明示課 平成26年11月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 備品購入費　庁用器具費 測量事務用シュレッダー買入経費の支出について
178,200

建設局 測量明示課 平成26年11月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 測量業務用トナーカートリッジ買入経費の支出について
42,120

建設局 測量明示課 平成26年11月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量計算用コンピュータシステム一式長期借入経費の支出について（平成２６年１０月分）
254,232

建設局 測量明示課 平成26年11月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量業務用測量補機（電子平板）長期借入経費の支出について（平成２６年１０月分）
42,768

建設局 測量明示課 平成26年11月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量計算用コンピュータシステム一式長期借入経費の支出について（平成２６年１０月分）
60,873

建設局 測量明示課 平成26年11月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量業務用平成２２年度契約分測量計算ＣＡＤシステム機器等（建設局）長期借入経費の支出について（平成２６年１０月分）
331,192

建設局 測量明示課 平成26年11月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 市有不動産測量事務用コンピュータシステム一式長期借入経費の支出について（平成２６年１０月分）
345,060

建設局 測量明示課 平成26年11月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量明示業務用平成２６年度小型普通自動車（建設局）長期借入経費の支出について（平成２６年１０月分）
413,100

建設局 測量明示課 平成26年11月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量明示業務用平成２６年度小型普通自動車（建設局）‐２長期借入経費の支出について（平成２６年１０月）
132,840

建設局 測量明示課 平成26年11月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 使用料及賃借料　使用料 測量計算用コンピュータシステム一式長期借入経費の支出について（平成２６年１０月分）
42,969

建設局 測量明示課 平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 測量業務車両駐車用ＡＴＣビル内駐車場使用料の支出について（平成２６年１２月分）
259,200

建設局 測量明示課 平成26年11月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 測量明示業務用（街路事業）市内出張交通費等の支出について（平成２６年１０月分）
4,270

建設局 測量明示課 平成26年11月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 測量明示業務用（道路事業）市内出張交通費等の支出について（平成２６年１０月分）
1,672

建設局 路政課 平成26年11月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　手数料 放棄車両リサイクルに係る自動車リサイクル料金の支払いについて（９月分）
1,630

建設局 路政課 平成26年11月06日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 負担金、補助及交付金　会費 第96回大都市道路管理主務者会議にかかる会議負担金の支出について（平成26年11月6、7日実施分）
3,000

建設局 路政課 平成26年11月10日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 第99回屋外広告物東海北陸近畿ブロック連絡会議にかかる管外出張の支出命令情報について
50,960

建設局 路政課 平成26年11月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 補償、補填及賠償金　補償金 北区老朽高架橋高架下の占用解消に係る明渡補償費の支出について（３７）
2,222,900

建設局 路政課 平成26年11月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 補償、補填及賠償金　補償金 北区老朽高架橋高架下の占用解消に係る立退補償費の支出について（２９）
1,205,800

建設局 路政課 平成26年11月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 補償、補填及賠償金　補償金 北区老朽高架橋高架下の占用解消に係る明渡補償費の支出について（３８）
1,751,000

建設局 路政課 平成26年11月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 補償、補填及賠償金　補償金 北区老朽高架橋高架下の占用解消に係る立退補償費の支出について（２８）
71,900

建設局 路政課 平成26年11月12日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 道路占用許可事務用　窓あき封筒の買入経費の支出について（その２）
42,120

建設局 路政課 平成26年11月12日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成26年度田島工営所管内管理道路条例違反広告物除却業務委託に係る経費（第１回中間金）の支出について
992,520

建設局 路政課 平成26年11月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 補償、補填及賠償金　補償金 北区老朽高架橋高架下の占用解消に係る立退補償費の支出について（３９）
41,720,300

建設局 路政課 平成26年11月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 補償、補填及賠償金　補償金 北区老朽高架橋高架下の占用解消に係る明渡補償費の支出について（４０）
10,324,800
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建設局 路政課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成26年度中浜工営所管内管理道路条例違反広告物除却業務委託の委託料（第１回中間金）の支出について
1,508,760

建設局 路政課 平成26年11月19日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 「かたづけ・たい」活動用ポリ袋の買入経費の支出について
11,340

建設局 路政課 平成26年11月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 補償、補填及賠償金　補償金 北区老朽高架橋高架下の占用解消に係る明渡補償費の支出について（３５）
4,368,800

建設局 路政課 平成26年11月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 特殊車両通行許可算定支援システム用パソコン回線使用料の支出について（９月分）
8,502

建設局 路政課 平成26年11月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路管理適正化担当業務等にかかる市内出張旅費（１０月分）の支出について
11,080

建設局 路政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 「かたづけ・たい」活動報告はがきに係る郵便料金の支払いについて（１０月分）
3,149

建設局 路政課 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 特殊車両通行許可算定支援システム用パソコン長期借入経費支出について（２６年１０月分）
6,502

建設局 路政課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 平成２６年度　道路占用許可事務用市内出張交通費等の支出について（１０月分）
16,322

建設局 自転車対策課 平成26年11月07日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成２６年度萩ノ茶屋駅自転車駐車場警備業務委託にかかる経費の支出について（第2四半期7月～9月分）
378,866

建設局 自転車対策課 平成26年11月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　印刷製本費 三都市放置自転車クリーンキャンペーン用ポスター（Ｂ２版）外１点印刷にかかる経費の支払いについて
99,464

建設局 自転車対策課 平成26年11月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 自転車保管所管理運営業務委託にかかる委託料の支払いについて（１０月分）
28,879,739

建設局 自転車対策課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 防犯登録照会システムオンライン化機器長期借入－２（１０月分）にかかる経費の支出について
39,420

建設局 自転車対策課 平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 自転車対策事務にかかる市内出張交通費（近接地を含む）の支出について（１０月）
14,100

建設局 自転車対策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 自転車対策課（施策担当）事務にかかる市内出張等交通費の支出について（１０月分）
23,156

建設局 自転車対策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－４にかかる委託料の支払いについて（１０月分）
2,083,320

建設局 自転車対策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－８にかかる委託料の支払いについて（１０月分）
2,620,080

建設局 自転車対策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－１にかかる委託料の支払いについて（１０月分）
3,652,560

建設局 自転車対策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－３にかかる委託料の支払いについて（１０月分）
1,955,880

建設局 自転車対策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－６にかかる委託料の支払いについて（１０月分）
3,245,400

建設局 自転車対策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－１０にかかる委託料の支払いについて（１０月分）
4,862,160

建設局 自転車対策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－２にかかる委託料の支払いについて（１０月分）
2,310,120

建設局 自転車対策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－５にかかる委託料の支払いについて（１０月分）
1,491,480

建設局 自転車対策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－７にかかる委託料の支払いについて（１０月分）
840,240

建設局 自転車対策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－９にかかる委託料の支払いについて（１０月分）
3,956,040

建設局 自転車対策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－１１にかかる委託料の支払いについて（１０月分）
2,032,560

建設局 工務課 平成26年11月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 平成２６年度　都道府県技術管理等主管課長会議にかかる管外出張旅費の支出について
12,300

建設局 工務課 平成26年11月06日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 工事請負費　改修工事費 塩草駐車場無線通信補助設備更新工事の前払金の支出について
6,850,000

建設局 工務課 平成26年11月06日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 工事請負費　改修工事費 谷町地下駐車場無線通信補助設備更新工事の前払金の支出について
5,110,000

建設局 工務課 平成26年11月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度平野工営所管内事故防止対策業務委託第２回中間金の支出について
948,240

建設局 工務課 平成26年11月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成26年度平野工営所管内事故防止対策業務委託第２回中間金の支出について
348,840

建設局 工務課 平成26年11月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　舗装段差修正材－2（道路）買入（その３）に係る経費の支出について
526,500

建設局 工務課 平成26年11月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 負担金、補助及交付金　会費 会議費（平成２６年度　都道府県技術管理等主管課長会議）の支出について
3,000

建設局 工務課 平成26年11月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 直営作業用　プロパンガス第２四半期概算（道路）買入経費の支出について
112,752

建設局 工務課 平成26年11月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度海老江工営所管内事故防止対策業務委託第２回中間金の支出について
1,234,440

建設局 工務課 平成26年11月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　アスファルト乳剤第２四半期概算（道路）買入経費の支出について
325,620

建設局 工務課 平成26年11月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　再生アスファルト混合物（東部）第２四半期概算（道路）買入経費の支出について
492,480

建設局 工務課 平成26年11月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　高分子強化型常温混合合材（全天候型）第２四半期概算（道路）買入経費の支出について
1,512,216

建設局 工務課 平成26年11月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　常温混合合材第２四半期概算（道路）買入経費の支出について
83,700

建設局 工務課 平成26年11月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　再生クラッシャーラン第２四半期概算（道路）買入経費の支出について
86,400

建設局 工務課 平成26年11月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成26年度海老江工営所管内事故防止対策業務委託第２回中間金の支出について
395,280

建設局 工務課 平成26年11月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（９月分）の支出について
2,600

建設局 工務課 平成26年11月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報償費　報償金 委員報償（平成26年度第2期建設局公募型プロポーザル方式受託者選定に関する意見聴取）の支出について-1
16,005

建設局 工務課 平成26年11月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 西成区内萩之茶屋１丁目地内外道路照明灯改良工事の精算金の支出について
2,473,800

建設局 工務課 平成26年11月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 西成区内萩之茶屋１丁目地内外道路照明灯改良工事の精算金の支出について
34,756,000

建設局 工務課 平成26年11月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報償費　報償金 委員報償（平成26年度第2期建設局公募型プロポーザル方式受託者選定に関する意見聴取）の支出について-3
16,005

建設局 工務課 平成26年11月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報償費　報償金 委員報償（平成26年度第2期建設局公募型プロポーザル方式受託者選定に関する意見聴取）の支出について-2
16,005

建設局 工務課 平成26年11月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　普通旅費 天王寺バイパス視線誘導灯設置工事に伴う視線誘導灯灯具の製品検査にかかる管外出張旅費の支出について
37,320

建設局 工務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度公共事業労務費調査の説明会にかかる会場使用料の支出について
13,880
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建設局 工務課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度公共事業労務費調査の説明会にかかる会場使用料の支出について
37,014

建設局 工務課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度公共事業労務費調査の説明会にかかる会場使用料の支出について
9,253

建設局 工務課 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度公共事業労務費調査の説明会にかかる会場使用料の支出について
27,760

建設局 工務課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度公共事業労務費調査の説明会にかかる会場使用料の支出について
13,880

建設局 工務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　建物修繕料 共同溝排水設備修繕用　水中ポンプ買入にかかる経費の支出について
213,010

建設局 工務課 平成26年11月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 積算参考用　平成26年度版土木工事積算基準マニュアル買入経費の支出について
9,033

建設局 工務課 平成26年11月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 北部方面管理事務所管内で使用するＬＥＤ道路照明灯一式　長期借入の経費の支出について（平成26年度10月分）
234,106

建設局 工務課 平成26年11月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 北部方面管理事務所管内外１で使用するＬＥＤ道路照明灯一式　長期借入の経費の支出について（平成26年度10月分）
116,316

建設局 工務課 平成26年11月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 積算参考用　平成26年度版土木工事積算基準マニュアル買入経費の支出について
9,033

建設局 工務課 平成26年11月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　川砂第２四半期概算（道路）買入経費の支出について
101,736

建設局 工務課 平成26年11月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　手数料 自動車保管場所使用承諾証明書発行願の提出及び同経費の支出について
5,400

建設局 工務課 平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 直営作業用　街渠桝蓋（道路）買入（その３）に係る経費の支出について
210,600

建設局 工務課 平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 直営作業用　看板用くい外１点（道路）買入に係る経費の支出について
139,320

建設局 工務課 平成26年11月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支出について（平成26年10月分）
109,593

建設局 工務課 平成26年11月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路事業業務用　デジタルカメラ買入にかかる経費の支出について
245,916

建設局 工務課 平成26年11月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 直営作業用　標識（道路）買入に係る経費の支出について
55,944

建設局 工務課 平成26年11月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支出について（平成26年10月分）
109,593

建設局 工務課 平成26年11月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　再生アスファルト混合物（西部）第２四半期概算（道路）買入経費の支出について
362,880

建設局 工務課 平成26年11月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　セメント第２四半期概算（道路）買入経費の支出について
81,648

建設局 工務課 平成26年11月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　再生アスファルト混合物（南部）第２四半期概算（道路）買入経費の支出について
442,260

建設局 工務課 平成26年11月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支出について（平成26年10月分）
109,593

建設局 工務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（１０月分）
169,225

建設局 工務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（１０月分）
169,225

建設局 工務課 平成26年11月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（１０月分）
507,676

建設局 工務課 平成26年11月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（１０月分）
112,817

建設局 工務課 平成26年11月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（１０月分）
98,735

建設局 工務課 平成26年11月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 三国駅前線外1道路照明灯設置工事の工事精算金の支出について
10,297,840

建設局 工務課 平成26年11月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 三国駅前線外1道路照明灯設置工事の工事精算金の支出について(科目追加分）
139,380

建設局 工務課 平成26年11月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 三国駅前線外1道路照明灯設置工事の工事精算金の支出について
3,851,500

建設局 工務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 冠水メール配信システムテスト運用に係る通信サービス料（平成26年10月分）の支出について
540

建設局 工務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　建物修繕料 城北寝屋川口水門ゲート修繕（緊急）にかかる経費の支出について
1,954,800

建設局 工務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（10月分）の支出について
49,731

建設局 工務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　特別旅費 平成26年度専門課程「電気通信研修」の受講にかかる管外出張旅費の支出について
45,290

建設局 工務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス回線使用料（１０月分）の支出について
46,170

建設局 工務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度　庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局）一式　長期借入の支出について（１０月分）
63,065

建設局 工務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（１０月分）
102,498

建設局 工務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（１０月分）
1,174,435

建設局 工務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（１０月分）
228,644

建設局 工務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 建設局庁内情報ネットワーク機器等一式長期借入の支出について（１０月分）
86,233

建設局 工務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（10月分）の支出について
1,200

建設局 総務課 平成26年11月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　判例交通事故損害賠償法追録第４２０－４２１号外５点買入経費の支出について
31,980

建設局 総務課 平成26年11月12日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 第145回大都市土木協議会会費の支出について（平成26年11月13日実施分）
4,000

建設局 総務課 平成26年11月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　地方公共団体　契約実務の要点追録第６６－６８号外３点買入経費の支出について
24,679

建設局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　地方財務実務提要追録第５１７－５１８号ほか３点買入経費の支出について
104,400

建設局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 ATC庁舎事務室等光熱水費の支出について(平成26年10月分(11月請求))
5,506

建設局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 ATC庁舎事務室等光熱水費の支出について(平成26年10月分(11月請求))
2,846,482

建設局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ駐車場使用料の支出について(平成26年12月分(11月請求))
151,200

建設局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ庁舎洗濯機室賃料及び共益費の支出について(平成26年12月(11月請求))
71,282
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建設局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市中央卸売市場業務管理棟共益費の支出について(平成26年11月分(11月請求))
1,020,512

建設局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ATC庁舎自家発電機置場賃料の支出について(平成26年12月分(11月請求))
26,930

建設局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ATC庁舎自家発電機置場賃料の支出について(平成26年12月分(11月請求))
31,174

建設局 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ庁舎事務室等賃借料及び共益費の支出について(平成26年12月分(11月請求))
31,761,696

建設局 総務課 平成26年11月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ETC利用高速道路通行料の支出について（９月分）
187,420

建設局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ機器長期借入にかかる経費の支出について(平成26年10月分(11月請求))
11,988

建設局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 建設局・港湾局ＡＴＣ庁舎自家発電設備点検業務委託にかかる経費の支出について
91,854

建設局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ機器長期借入にかかる経費の支出について(平成26年10月分(11月請求))
43,956

建設局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度ファクシミリ装置一式(Ａ)外1点借入にかかる経費の支出について(平成26年10月分(11月請求))
59,107

建設局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪市中央卸売市場本場衛生組合分担金の支出について(平成26年11月分(11月請求))
6,000

建設局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 建設局・港湾局ＡＴＣ庁舎自家発電設備点検業務委託にかかる経費の支出について
106,326

建設局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 建設局事務連絡文書等発送用後納郵便料金の支出について（１０月分）
331,522

建設局 職員課 平成26年11月04日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 安全衛生用「建設業における振動工具取扱作業の知識（作業用テキスト）」外2点買入にかかる経費の支出について
212,590

建設局 職員課 平成26年11月04日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 安全衛生用「建設業における振動工具取扱作業の知識（作業用テキスト）」外2点買入にかかる経費の支出について
2,000

建設局 職員課 平成26年11月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 平成26年度国土交通大学校　街路・都市交通研修にかかるテキスト代（書籍）の支出について
5,462

建設局 職員課 平成26年11月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 平成26年度国土交通大学校　道路交通安全［歩行者・自転車コース］研修にかかるテキスト代（書籍）の支出について
637

建設局 職員課 平成26年11月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費平成26年9月分の支出について
1,272

建設局 職員課 平成26年11月13日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 安全衛生用「自由研削砥石の安全作業」買入にかかる経費の支出について
54,670

建設局 職員課 平成26年11月13日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 安全衛生用「自由研削砥石の安全作業」買入にかかる経費の支出について
2,000

建設局 職員課 平成26年11月14日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 危険物取扱者免状交付の申請の実施ならびに所要経費の支出について（平成26年11月14日実施分）
2,800

建設局 職員課 平成26年11月18日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 低圧電気取扱業務特別教育受講料の支出について（平成26年12月10日実施分）
8,000

建設局 職員課 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　被服費 局貸与被服用　作業用長靴買入にかかる経費の支出について
81,885

建設局 職員課 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 局貸与被服用　作業用靴下買入にかかる経費の支出について
850,448

建設局 職員課 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　被服費 局貸与被服用　軽装地下足袋買入にかかる経費の支出について
735,069

建設局 職員課 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 職長・安全衛生責任者教育の受講ならびに所要経費の支出について（平成26年12月15日実施分）
231,450

建設局 経理課 平成26年11月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（10月分－1）
7,187

建設局 経理課 平成26年11月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　印刷製本費 小口支払基金の繰入金の支出について（10月分－1）
892

建設局 経理課 平成26年11月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金の繰入金の支出について（10月分－1）
42,900

建設局 経理課 平成26年11月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（10月分－1）
5,122

建設局 経理課 平成26年11月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 庁内情報用　ドラム／トナーカートリッジ外1点（7～9月分）買入(単価契約）9月分買入経費の支出について
174,293

建設局 経理課 平成26年11月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 庁内情報用　ドラム／トナーカートリッジ外1点（7～9月分）買入(単価契約）8月分買入経費の支出について（その２）
3,433

建設局 経理課 平成26年11月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 庁内情報用　ドラム／トナーカートリッジ外1点（7～9月分）買入(単価契約）9月分買入経費の支出について
28,751

建設局 経理課 平成26年11月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用切手の購入にかかる経費の支出について（１１月分）
12,300

建設局 経理課 平成26年11月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用切手の購入にかかる経費の支出について（１１月分）
1,700

建設局 経理課 平成26年11月11日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 書類作成用等　ゴム印等単価契約（９月分）にかかる買入経費の支出について
16,316

建設局 経理課 平成26年11月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(天然ガス)９月分
22,850

建設局 経理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　９月分　単価契約）
384,645

建設局 経理課 平成26年11月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　９月分　単価契約）
136,419

建設局 経理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　９月分　単価契約）
1,529,523

建設局 経理課 平成26年11月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　９月分　単価契約）
2,559,817

建設局 経理課 平成26年11月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　９月分　単価契約）
37,341

建設局 経理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（10月分－2）
334

建設局 経理課 平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（10月分－2）
5,178

建設局 経理課 平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　印刷製本費 小口支払基金の繰入金の支出について（10月分－2）
324

建設局 経理課 平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用地下鉄回数券等の購入に係る経費の支出について（１１月分)
240,000

建設局 経理課 平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金の繰入金の支出について（10月分－2）
60,500

建設局 経理課 平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 備品購入費　図書購入費 小口支払基金の繰入金の支出について（10月分－2）
5,616

建設局 経理課 平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用地下鉄回数券等の購入に係る経費の支出について（１１月分)
15,000
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建設局 企画課 平成26年11月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 公共施設等総合管理計画に係るヒアリング対応の為の総務省への出張に関する旅費の支出について
29,240

建設局 企画課 平成26年11月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 公共施設等総合管理計画に係るヒアリング対応の為の総務省への出張に関する旅費の支出について
28,580

建設局 企画課 平成26年11月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 現場調査用等市内出張交通費（近接地を含む）１０月分の支出について
680

建設局 企画課 平成26年11月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 現場調査用等市内出張交通費（近接地を含む）１０月分の支出について
6,216

建設局 企画課 平成26年11月27日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　普通旅費 第１４５回大都市土木協議会への出席にかかる旅費の支出について
27,840

建設局 道路部調整課 平成26年11月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 十三工営所管内交通安全施設維持修繕工事の工事費精算金の支出について
1,354,720

建設局 道路部調整課 平成26年11月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 海老江工営所管内交通安全施設維持修繕工事－２の工事費精算金の支出について
1,683,960

建設局 道路部調整課 平成26年11月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 田島工営所管内交通安全施設維持修繕工事の工事費精算金の支出について
1,368,760

建設局 道路部調整課 平成26年11月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 海老江工営所管内交通安全施設維持修繕工事－２の工事費精算金の支出について
5,895,200

建設局 道路部調整課 平成26年11月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 十三工営所管内交通安全施設維持修繕工事の工事費精算金の支出について
8,319,440

建設局 道路部調整課 平成26年11月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 田島工営所管内交通安全施設維持修繕工事の工事費精算金の支出について
8,137,040

建設局 道路部調整課 平成26年11月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 平成26年度　道路管理者向け　第1回道路橋点検技術講習会の受講にかかる参加費の支出について
20,000

建設局 道路部調整課 平成26年11月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 負担金、補助及交付金　会費 平成26年度　道路管理者向け　第1回道路橋点検技術講習会の受講にかかる参加費の支出について
27,000

建設局 道路部調整課 平成26年11月05日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 遠方監視装置回線インターネット接続使用料の支出について（平成２６年　９月分）
2,289

建設局 道路部調整課 平成26年11月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 東住吉区第１２７８号線外１舗装補修工事の工事費精算金の支出について
22,903,455

建設局 道路部調整課 平成26年11月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 淀川区第１２５８号線舗装補修工事の工事費精算金の支出について
54,121,200

建設局 道路部調整課 平成26年11月05日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 東住吉区第１２７８号線外１舗装補修工事の工事費精算金の支出について
7,249,480

建設局 道路部調整課 平成26年11月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（９月分）
66,636

建設局 道路部調整課 平成26年11月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　特別旅費 平成26年度　専門課程　道路計画（分析・評価）研修の受講にかかる管外出張旅費の支出について
40,510

建設局 道路部調整課 平成26年11月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 生玉片江線舗装新設工事－４の工事費前払金の支出について
9,620,000

建設局 道路部調整課 平成26年11月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（９月分）
24,460

建設局 道路部調整課 平成26年11月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 津守工営所管内交通安全施設維持修繕工事－２の工事費精算金の支出について
1,912,680

建設局 道路部調整課 平成26年11月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 津守工営所管内交通安全施設維持修繕工事－２の工事費精算金の支出について
6,084,720

建設局 道路部調整課 平成26年11月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（９月分）
9,652

建設局 道路部調整課 平成26年11月07日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 工事費 工事請負費　新規工事費 尼崎平野線舗装新設その他工事－３の工事費前払金の支出について
81,260,000

建設局 道路部調整課 平成26年11月10日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道（冷房設備用）電気料金の支出について（平成２６年１０月分）
1,774,725

建設局 道路部調整課 平成26年11月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 疎開跡地（道路）賃借料の支出について（平成26年度第２回上半期分）
818,837

建設局 道路部調整課 平成26年11月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　新規工事費 下高野橋架替工事－４の工事費第１回中間金の支出について
140,060,000

建設局 道路部調整課 平成26年11月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　新規工事費 下高野橋架替工事－４の工事費第１回中間金の支出について
13,980,000

建設局 道路部調整課 平成26年11月11日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪駅前地下道の清掃等の維持管理費用に関する分担金の支出について（平成２６年度上半期分）
9,785,214

建設局 道路部調整課 平成26年11月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 大阪八尾線（大正通）舗装補修工事の工事費前払金の支出について
41,140,000

建設局 道路部調整課 平成26年11月12日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 平成26年度　大都市無電柱化事業連絡協議会の出席にかかる管外出張旅費の支出について（街路課）
28,760

建設局 道路部調整課 平成26年11月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 平成26年度　大都市無電柱化事業連絡協議会への出席にかかる管外出張旅費の支出について（道路課）
57,520

建設局 道路部調整課 平成26年11月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 大阪城公園駅歩道橋塗装工事の工事費前払金の支出について
8,630,000

建設局 道路部調整課 平成26年11月13日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 長柄堺線（あべの筋）交通量調査業務委託の委託料前払金の支出について
510,000

建設局 道路部調整課 平成26年11月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 津守阿倍野線（旭）舗装新設その他工事－３の工事費前払金の支出について
38,370,000

建設局 道路部調整課 平成26年11月14日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（平成２６年　１０月分）
47,911

建設局 道路部調整課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 大手前高校西筋線道路改良工事の工事費前払金の支出について
18,920,000

建設局 道路部調整課 平成26年11月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 市岡工営所管内交通安全施設維持修繕工事の工事費精算金の支出について
870,360

建設局 道路部調整課 平成26年11月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 市岡工営所管内交通安全施設維持修繕工事の工事費精算金の支出について
7,146,160

建設局 道路部調整課 平成26年11月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 平成26年度　連続立体交差事業実務担当者講習会の受講にかかる管外出張旅費の支出について
37,400

建設局 道路部調整課 平成26年11月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置用光回線使用料（十三バイパス中津）の支出について（平成２６年　９月分　道路管理費）
5,841

建設局 道路部調整課 平成26年11月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 役務費　通信運搬費 安治川河底トンネル監視室電話代の支出について（平成２６年　１０月分）
3,070

建設局 道路部調整課 平成26年11月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 都市基盤整備事業推進大会（全国街路事業促進協議会）の出席にかかる管外出張旅費の支出について
58,520

建設局 道路部調整課 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 湊町駅前東西線東側地下道の電気料金の支出について（平成２６年　１０月分）
244,525

建設局 道路部調整課 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪環状線及び大阪内環状線等共同溝水道料金の支出について（平成２６年　１０月分）
55,080

建設局 道路部調整課 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 湊町駅前東西線東側地下道の水道料金の支出について（平成２６年　１０月分）
1,620

建設局 道路部調整課 平成26年11月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 大阪外環状線連絡線付属街路２号線土壌調査業務委託の委託料精算金の支出について
1,112,400
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建設局 道路部調整課 平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 平野工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
48,540,000

建設局 道路部調整課 平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 平野工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
5,390,000

建設局 道路部調整課 平成26年11月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 淀川連絡線跡遊歩道等工業用水道料金の支出について（平成２６年　１１月分）
471,973

建設局 道路部調整課 平成26年11月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 菅原城北大橋管理運営用電気料金（守口）１０月分の支出について
152,768

建設局 道路部調整課 平成26年11月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 淀川連絡線跡遊歩道等下水道使用料の支出について（平成２６年　１０月分）
2,620

建設局 道路部調整課 平成26年11月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報償費　報償金 平成26年度道路高架下等駐車場管理運営事業予定者選定会議にかかる委員報償金の支出について（平成26年11月４日開催分）
49,155

建設局 道路部調整課 平成26年11月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 十三工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
1,740,000

建設局 道路部調整課 平成26年11月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 十三工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
40,640,000

建設局 道路部調整課 平成26年11月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 神崎橋塗装工事の工事費前払金の支出について
19,990,000

建設局 道路部調整課 平成26年11月25日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 十三工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
4,720,000

建設局 道路部調整課 平成26年11月26日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（平成２６年　１０月分）
1,333,463

建設局 道路部調整課 平成26年11月26日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 菅原城北大橋管理運営用電気料金（北摂）１０月分の支出について
37,275

建設局 道路部調整課 平成26年11月26日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等電気料金の支出について（平成２６年１０月分）
104,331,130

建設局 道路部調整課 平成26年11月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 街路灯等電気料金の支出について（平成２６年１０月分）
7,978

建設局 道路部調整課 平成26年11月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 大阪高槻線歩道改良工事の工事費精算金の支出について
17,917,701

建設局 道路部調整課 平成26年11月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 淀川左岸線（２期）事業に関する技術検討委員会の委員に対する情報公開審査会の答申内容の説明にかかる管外出張旅費の支出について
28,840

建設局 道路部調整課 平成26年11月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費
淀川左岸線（２期）事業に関する技術検討委員会の委員に対する技術的検討の経過及び内容の説明とそれに対する技術的指導の拝受にかかる管外出張旅費の支出に
ついて 57,680

建設局 道路部調整課 平成26年11月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 平成２６年度近畿ブロック市町村道担当者会議の出席にかかる管外出張旅費の支出について（調整課）
2,220

建設局 道路部調整課 平成26年11月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　普通旅費 平成２６年度近畿ブロック市町村道担当者会議の出席にかかる管外出張旅費の支出について（橋梁課）
2,120

建設局 道路部調整課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（１０月分）の支出について
21,956

建設局 道路部調整課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 西淀川区第３０６号線道路改良工事の工事費精算金の支出について
3,496,480

建設局 道路部調整課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 西淀川区第３８８号線舗装補修工事の工事費前払金の支出について
2,320,000

建設局 道路部調整課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 西区第９７０３号線舗装補修工事－２の工事費前払金の支出について
29,330,000

建設局 道路部調整課 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 環状東線舗装補修工事の工事費前払金の支出について
14,040,000

建設局 下水道河川部調整課 平成26年11月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　新規工事費 住吉川耐震護岸整備工事－４の工事費前払金の支出について
223,900,000

建設局 下水道河川部調整課 平成26年11月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 第３０回大都市河川実務者会議の開催に係る管外出張旅費の支出について
17,040

建設局 下水道河川部調整課 平成26年11月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　新規工事費 住吉川耐震護岸整備工事－３の工事費精算金の支出について
173,329,254

建設局 下水道河川部調整課 平成26年11月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　新規工事費 住吉川耐震護岸整備工事－３の工事費精算金の支出について
35,085,100

建設局 下水道河川部調整課 平成26年11月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　新規工事費 住吉川耐震護岸整備工事－３（科目追加）の工事費精算金の支出について
9,496,124

建設局 下水道河川部調整課 平成26年11月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 負担金、補助及交付金　会費 河川事業用第３０回大都市河川実務者会議に伴う会議負担金の支出について
10,000

建設局 下水道河川部調整課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　改修工事費 空港放水路舗装補修工事－２の工事費精算金の支出について
2,192,680

建設局 下水道河川部調整課 平成26年11月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 平成２６年度全国都市河川協議会幹事会に係る管外出張旅費の支出について
206,400

建設局 下水道河川部調整課 平成26年11月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 負担金、補助及交付金　会費 河川事業用平成２６年度全国都市河川協議会幹事会に伴う会議負担金の支出について
4,000

建設局 下水道河川部調整課 平成26年11月25日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 寝屋川分流水門用電話料金の支出について（１０月分）
2,766

建設局 下水道河川部調整課 平成26年11月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　改修工事費 城北川浚渫工事の工事費前払金の支出について
6,970,000

建設局 下水道河川部調整課 平成26年11月26日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用通信料金の支出について（１０月分）
5,148

建設局 下水道河川部調整課 平成26年11月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　改修工事費 東横堀川外１浚渫工事の工事費前払金の支出について
80,120,000

建設局 下水道河川部調整課 平成26年11月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 河川事業用市内及び近接地出張旅費の支出について（１０月分）
11,222

建設局 下水道河川部調整課 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　消耗品費 親水河川滅菌用　低食塩次亜塩素酸ソーダ（今川ポンプ場外９か所）概算買入に伴う経費の支出について（10月分）
85,488

建設局 下水道河川部調整課 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 加美巽川排水機場１階専用線料金の支出について（１０月分）
24,192

建設局 下水道河川部調整課 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用インターネット接続プロバイダ使用料の支出について（１０月分）
1,706

建設局 下水道河川部調整課 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 道頓堀川水門・東横堀川水門遠方操作用専用線料金の支出について（１０月分）
25,471

建設局 下水道河川部調整課 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 河川水門遠方監視用専用線料金の支出について（１０月分）
793,800

建設局 下水道河川部調整課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
8,640

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年11月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 旭区中宮5丁目建設局管理用地内害虫駆除業務委託の委託料精算について
34,560

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年11月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 国道４７９号清水共同溝設置工事ー４に伴う製品検査にかかる管外出張旅費の支出について（その１０）
3,862

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年11月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　建物修繕料 田島工営所空調設備修繕の修繕料の支出について
69,926

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年11月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（９月分）
9,714
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建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年11月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　建物修繕料 東部方面管理事務所管理棟空調設備修繕の修繕料の支出について
200,877

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年11月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　損害保険料 自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料の支出について（3.4ｔ3人乗　低床ロングPG付トラック（なにわ800さ3256））
19,910

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年11月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（９月分）
12,310

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年11月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用　ポリタル（蓋付）買入経費の支出について
58,644

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年11月27日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 東部方面管理事務所及び弁天抽水所庁舎清掃業務委託長期継続の委託料の支出について（平成26年10月分）
161,477

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
38,944

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
3,240

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
14,810

建設局 田島工営所 平成26年11月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（平成２６年９月分）
4,168

建設局 田島工営所 平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
33,426

建設局 田島工営所 平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
900

建設局 田島工営所 平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
149

建設局 田島工営所 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（平成２６年１０月分）
5,102

建設局 田島工営所 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　普通旅費 天王寺バイパス視線誘導灯設置工事に伴う製品検査のための管外出張旅費について
37,320

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年11月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
46,453

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年11月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,555

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年11月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
620

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年11月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
900

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年11月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用、市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
2,548

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年11月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用でんぷんのり買入(その３)経費の支出について
185,328

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 衛生管理用全自動洗濯機買入経費の支出について
33,696

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 現場作業用小型振動ローラー定期自主検査にかかる経費の支出について
73,440

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年11月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用２ｔダンプトラック(なにわ800さ7505)修繕（その２）にかかる経費の支出について
103,257

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年11月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
23,202

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年11月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
600

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成26年11月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 船舶整備用上蓋外44点買入経費の支出について
1,341,392

建設局 市岡工営所 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（１０月分）
9,860

建設局 市岡工営所 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
16,647

建設局 市岡工営所 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
13,878

建設局 市岡工営所 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
43,264

建設局 市岡工営所 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,700

建設局 市岡工営所 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,521

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年11月07日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分‐①）
27,603

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年11月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分‐①）
44,748

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年11月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分‐①）
5,310

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年11月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分‐①）
4,720

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年11月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 船舶緊急連絡用携帯電話料金にかかる経費の支出について（平成２６年１０月分）
7,148

建設局 河川・渡船管理事務所 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 河川事業用市内出張交通費（１０月分）にかかる支出について
7,540

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年11月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 衛生管理用　ビニール袋外１点買入にかかる経費の支出について
79,704

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年11月07日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 平野工営所庁舎清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（第２四半期分）
413,197

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年11月07日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 旧南工営所機械警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（第２四半期分）
15,876

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年11月07日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 平野工営所機械警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（第２四半期分）
9,345

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年11月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　旧南工営所水道代（平成２６年９月分）の支出について
6,279

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年11月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路事業用　シリンダー錠買入にかかる経費の支出について
31,104

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年11月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路事業用　ゴム手袋買入にかかる経費の支出について
13,230

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報償費　報償金 調停委任契約に基づく報酬にかかる経費の支出について（１０月分）
81,000

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年11月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 南部方面管理事務所管内電話料金の支出について（10月使用分ＫＤＤＩ）
5,533

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年11月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度　南部方面管理事務所管内事業所系一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる経費の支出について（１０月分）
16,172



平成26年度（平成26年11月）　公金支出情報

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

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１０月分）
32,208

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１０月分）
800

建設局 平野工営所 平成26年11月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
36,735

建設局 平野工営所 平成26年11月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
19,667

建設局 平野工営所 平成26年11月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,300

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年11月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費の支出について（７月分その２）
1,400

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年11月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 現場作業用　発動発電機修繕(緊急)その２にかかる経費の支出について
145,800

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年11月07日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 庁舎管理用　十三工営所庁舎清掃業務委託　長期継続の経費の支出について（第２四半期）
484,399

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年11月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費の支出について（９月分）
17,576

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年11月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　作業車（なにわ800さ7496号車）修繕にかかる経費の支出について
42,400

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年11月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 車両整備用　チューブレスタイヤ外２点買入にかかる経費の支出について
53,568

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年11月12日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 庁舎管理用　十三工営所機械警備業務委託　長期継続の経費の支出について（第２四半期分）
15,876

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年11月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路管理システム用　トナーカートリッジ買入にかかる経費の支出について
57,348

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年11月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用　ゴム手袋買入にかかる経費の支出について
8,748

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 備品購入費　機械器具費 現場作業用　刈払機買入にかかる経費の支出について
24,624

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年11月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 病気休職中の職員との面談・３回目にかかる管外出張旅費の支出について
5,760

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年11月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（９月分）
720

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年11月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
36,726

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年11月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
3,780

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年11月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
400

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　日本国旗（大）買入にかかる経費の支出について
14,040

建設局 十三工営所 平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費の支出について（９月分）
4,570

建設局 十三工営所 平成26年11月26日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 平成２６年度第３１回甲種防火管理講習（平成２６年１２月２・３日実施分）の参加費の支出について
80

建設局 十三工営所 平成26年11月26日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度第３１回甲種防火管理講習（平成２６年１２月２・３日実施分）の参加費の支出について
8,000

建設局 十三工営所 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
93,416

建設局 十三工営所 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
11,880

建設局 十三工営所 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
2,500

建設局 公園管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について（７台分）
168,110

建設局 公園管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について（７台分）
183,600

建設局 公園管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度花博記念公園鶴見緑地ホール等有料施設運営業務委託料の支出について（９月分）
875,520

建設局 公園管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度花博記念公園鶴見緑地バーベキュー場・キャンプ場運営業務委託料の支出について（９月分）
833,170

建設局 公園管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 公園事業用平成２６年度南港ポートタウン内３緑地清掃業務委託料の支出について（第２四半期分）
224,395

建設局 公園管理課 平成26年11月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　南部方面公園事務所空調機修繕（緊急）経費の支出について
946,620

建設局 公園管理課 平成26年11月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　大阪城公園梅林休憩所破風板修繕経費の支出について
417,960

建設局 公園管理課 平成26年11月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ４１ち７１５３号車ほか１台・定期点検整備（継続検査）経費の支出について
29,376

建設局 公園管理課 平成26年11月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　Ｗキャビン（なにわ１００さ２７６４）修繕（緊急）経費の支出について
49,096

建設局 公園管理課 平成26年11月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　フォークリフト（大阪市北き２４７４）修繕経費の支出について
152,042

建設局 公園管理課 平成26年11月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　動力噴霧器（丸山ＭＳ３３４ＣＮＡ－Ｍ）修繕（緊急）経費の支出について
102,373

建設局 公園管理課 平成26年11月05日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報償費　報償金 第３回大阪市公園・スポーツ施設指定管理予定者選定会議にかかる委員報酬の支出について
64,020

建設局 公園管理課 平成26年11月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度天王寺公園及び周辺道路等の適正化対策に係る巡回警備業務委託料の支出について（７・８・９月分）
839,895

建設局 公園管理課 平成26年11月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　デジタルカメラ　買入（その４）経費の支出について
116,235

建設局 公園管理課 平成26年11月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成26年度天王寺公園及び周辺道路等の適正化対策に係る巡回警備業務委託料の支出について（７・８・９月分）
3,072,675

建設局 公園管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用花博記念公園鶴見緑地乗馬苑運営業務委託料の支出について（第２四半期分）
5,300,100

建設局 公園管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　消耗品費 動物舎管理用　ウッドチップ（上半期分）概算買入経費の支出について（平成２６年９月分）
254,017

建設局 公園管理課 平成26年11月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　ミニ油圧ショベル（コマツＰＣ１５ＭＲ－１－１１３１７）修繕（緊急）経費の支出について
67,759

建設局 公園管理課 平成26年11月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用平成２６年度天王寺動植物公園事務所管内一円公園清掃業務委託料の支出について（第２四半期分）
5,776,804

建設局 公園管理課 平成26年11月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 備品購入費　機械器具費 公園維持管理用　ガス給湯器一式（花博記念公園）買入経費の支出について
177,000

建設局 公園管理課 平成26年11月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　バラ名札　買入経費の支出について
14,688
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建設局 公園管理課 平成26年11月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　インクカートリッジ－１　外５点　買入経費の支出について
140,508

建設局 公園管理課 平成26年11月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　今川公園フェンス修繕経費の支出について
159,840

建設局 公園管理課 平成26年11月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　真田山公園事務所　２階系統（ＡＣＰ－２）エアコン洗浄及び修理（緊急）経費の支出について
874,800

建設局 公園管理課 平成26年11月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　切断砥石－１　外４９点　買入経費の支出について
719,280

建設局 公園管理課 平成26年11月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　にがり　買入（その２）経費の支出について
64,260

建設局 公園管理課 平成26年11月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　沢之町公園複合遊具修繕経費の支出について
420,120

建設局 公園管理課 平成26年11月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　ホイルローダー（大阪市北き１９４５）修繕経費の支出について
140,400

建設局 公園管理課 平成26年11月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　普通貨物（なにわ８００す１４４３）修繕（緊急）経費の支出について
53,870

建設局 公園管理課 平成26年11月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用平成２６年度北部方面公園事務所管内一円公園除草業務委託料の支出について（第２四半期分）
11,277,037

建設局 公園管理課 平成26年11月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用平成２６年度北部方面公園事務所管内一円公園清掃業務委託料の支出について（第２四半期分）
7,643,143

建設局 公園管理課 平成26年11月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　普通貨物（なにわ８００さ９８３５）修繕（緊急）（その２）経費の支出について
56,808

建設局 公園管理課 平成26年11月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　２連梯子　外５５点　買入経費の支出について
675,000

建設局 公園管理課 平成26年11月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　大阪市砂場フェンス用部品－１　ほか４２点　買入経費の支出について
1,822,467

建設局 公園管理課 平成26年11月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園管理用　低食塩次亜塩素酸ナトリウム（上半期分）概算買入経費の支出について
141,480

建設局 公園管理課 平成26年11月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　人工樹皮塗布剤　外１点　買入経費の支出について
250,884

建設局 公園管理課 平成26年11月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　剪定鋏　外１３点　買入経費の支出について
369,360

建設局 公園管理課 平成26年11月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ハンディ－ブロワー　外５点　買入経費の支出について
86,377

建設局 公園管理課 平成26年11月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　加賀屋緑地建屋外壁修繕（その２）経費の支出について
213,840

建設局 公園管理課 平成26年11月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　大阪城公園本丸南身障者用便所扉修繕（緊急）経費の支出について
410,400

建設局 公園管理課 平成26年11月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　軽四ライトバン（なにわ４８０け７３５０）修繕経費の支出について
52,920

建設局 公園管理課 平成26年11月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　散水車（なにわ８００さ７４５４）修繕（緊急）（その２）経費の支出について
233,000

建設局 公園管理課 平成26年11月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ８００さ４２２１号車・定期点検整備（継続検査）経費の支出について
44,280

建設局 公園管理課 平成26年11月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ８００さ４０５５号車ほか１台・定期点検整備（継続検査）および定期自主検査整備経費の支出について
105,840

建設局 公園管理課 平成26年11月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　軽四清掃ダンプ（なにわ８０あ２３５６）修繕（緊急）（その２）経費の支出について
38,880

建設局 公園管理課 平成26年11月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 備品購入費　機械器具費 公園維持管理用　ハンディ－ブロワー　外５点　買入経費の支出について
371,759

建設局 公園管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 天王寺動植物公園内花壇展示用　ガーベラ　ほか１０８点（天王寺動植物公園）買入経費の支出について
4,017,600

建設局 公園管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　平成２６年度西部方面公園事務所管内一円公園一般廃棄物分別収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第２回）
7,077,240

建設局 公園管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　平成２６年度花博記念公園事務所管内一般廃棄物分別収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第２回）
4,620,240

建設局 公園管理課 平成26年11月19日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度大阪城西の丸庭園等運営業務委託料の支出について（１０月分）
522,000

建設局 公園管理課 平成26年11月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　塵芥車（なにわ８００さ４０５５）修繕経費の支出について
140,616

建設局 公園管理課 平成26年11月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成２６年度公園内資源ごみ運搬選別処理業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第１回）
617,760

建設局 公園管理課 平成26年11月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用平成２６年度南部方面公園事務所管内一円公園清掃業務委託料の支出について（第２四半期分）
5,142,237

建設局 公園管理課 平成26年11月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　平成２６年度北部方面公園事務所管内一円公園一般廃棄物分別収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第２回）
11,568,960

建設局 公園管理課 平成26年11月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　平成２６年度東部方面公園事務所管内産業廃棄物収集運搬処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第２回）
1,577,880

建設局 公園管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　庁内情報利用環境カラープリンタ一式長期借入経費の支出について（平成２６年１０月分）
24,552

建設局 公園管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入経費の支出について（平成２６年１０月分）
55,355

建設局 公園管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入経費の支出について（平成２６年１０月分）
85,233

建設局 公園管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入経費の支出について（平成２６年１０月分）
518,878

建設局 公園管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　消耗品費 有料施設維持管理用　木台付ピッチャープレート　外５点　買入経費の支出について
277,128

建設局 公園管理課 平成26年11月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　健康遊具（田川公園）　買入経費の支出について
199,800

建設局 公園管理課 平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　刷毛　外４点　買入経費の支出について
210,600

建設局 公園管理課 平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　塩ビ管－１　外１９点　買入経費の支出について
109,998

建設局 公園管理課 平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　印刷製本費 公園内放置自転車対策用　エフＡ　外２点印刷（その２）経費の支出について
251,910

建設局 公園管理課 平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　泉尾公園複合遊具修繕経費の支出について
162,108

建設局 公園管理課 平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　千島公園スイング遊具・弁天東公園幼児用ブランコ修繕経費の支出について
328,320

建設局 公園管理課 平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　軽四ダンプ（なにわ４８０か７５５３）修繕（緊急）経費の支出について
60,145

建設局 公園管理課 平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　杉丸太　外２点　買入経費の支出について
211,680

建設局 公園管理課 平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　土壌硬化剤入り真砂土－１　外７点　買入経費の支出について
749,736
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建設局 公園管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度浦江庭球場外７施設管理運営補助業務委託料の支出について（１０月分）
342,017

建設局 公園管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度花博記念公園鶴見緑地有料施設清掃業務委託料の支出について（１０月分）
421,200

建設局 公園管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度加賀屋緑地運営業務委託料の支出について（１０月分）
588,600

建設局 公園管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 公園事業用　平成２６年度天王寺動植物公園事務所管内一円公園一般廃棄物分別収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第２回）
950,400

建設局 公園管理課 平成26年11月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用平成２６年度東部方面公園事務所管内一円公園除草業務委託料の支出について（第２四半期分）
10,573,785

建設局 公園管理課 平成26年11月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　平成２６年度天王寺動植物公園事務所管内一円公園一般廃棄物分別収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第２回）
3,907,440

建設局 公園管理課 平成26年11月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　平成２６年度東部方面公園事務所管内一円公園一般廃棄物分別収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第１回）
19,498,320

建設局 公園管理課 平成26年11月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　平成２６年度天王寺動植物公園事務所管内産業廃棄物収集運搬処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第２回）
2,007,720

建設局 公園管理課 平成26年11月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用平成２６年度天王寺動植物公園事務所管内一円公園除草業務委託料の支出について（第２四半期分）
8,878,052

建設局 公園管理課 平成26年11月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用平成２６年度西部方面公園事務所管内一円公園除草業務委託料の支出について（第２四半期分）
5,627,550

建設局 公園管理課 平成26年11月26日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(普通貨物4t:なにわ800さ9640号車)
19,910

建設局 公園管理課 平成26年11月26日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(普通貨物4t:なにわ800さ9640号車)
32,800

建設局 公園管理課 平成26年11月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　消耗品費 動物園獣舎水質管理用　次亜塩素酸ソーダ　外１点（上半期分）概算買入経費の支出について
516,456

建設局 公園管理課 平成26年11月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　健康器具（出戸池公園）　買入経費の支出について
366,120

建設局 公園管理課 平成26年11月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　園芸用支柱－１　外　３２点　買入経費の支出について
825,746

建設局 公園管理課 平成26年11月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　横水栓　外２４点　買入経費の支出について
430,920

建設局 公園管理課 平成26年11月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　榎本公園ブランコ座板修繕経費の支出について
57,240

建設局 公園管理課 平成26年11月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　手数料 「公園猫について考えるセミナー」開催に係る阿倍野区民センター大ホールの舞台装置等操作手数料の支出について
51,840

建設局 公園管理課 平成26年11月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　平成２６年度北部方面公園事務所管内産業廃棄物収集運搬処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第２回）
1,270,080

建設局 公園管理課 平成26年11月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　ＥＴＣ利用高速道路通行料（９月分）の支出について
44,770

建設局 公園管理課 平成26年11月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　特定地域ホームレス対策用ユニットハウス－Aほか5点借入（再リース）にかかる経費の支出について（１０月分）
54,000

建設局 公園管理課 平成26年11月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 公園事業用　ホームレス対策用軽自動車借入（東部方面公園事務所　再リース）にかかる経費の支出について（なにわ480け1675・10月分）
24,300

建設局 公園管理課 平成26年11月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 公園事業用ホームレス対策用軽自動車借入（西南方面公園事務所　再リース）にかかる経費の支出について（なにわ480け1676・10月分）
29,916

建設局 公園管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用庁内情報ネットワークにおける通信サービス料の支出について（１０月分）
46,170

建設局 公園管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 公園維持管理用　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入経費の支出について（平成２６年１０月分）
6,264

建設局 公園管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 公園維持管理用　自動体外式除細動器（AED）長期借入経費の支出について　10月分
41,076

建設局 公園管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　消耗品費 動物園展示用　海水（下半期分）概算買入経費の支出について（平成２６年１０月分）
84,240

建設局 公園管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　消耗品費 動物舎管理用　ウッドチップ（下半期）概算買入経費の支出について（平成２６年１０月分）
74,844

建設局 公園管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 役務費　手数料 大和田中１公園の境界確認にかかる印鑑登録証明書発行手数料の支出について
450

建設局 公園管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張等交通費（１０月分）の支出について
98,964

建設局 公園管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
6,423

建設局 公園管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　赤玉土－１　外８点　買入経費の支出について
160,898

建設局 公園管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　人工芝－１　外１点　買入経費の支出について
675,000

建設局 公園管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　チューリップ球根（国産）－１　外５点　買入経費の支出について
453,708

建設局 公園管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物園　アイファー舎　繁殖室他空調機修繕（緊急）経費の支出について
636,120

建設局 公園管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　大阪城公園本丸西便所他２箇所便所修繕経費の支出について
151,200

建設局 公園管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 公園緑化事務用後納郵便（１０月分）の支出について
34,027

建設局 公園管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
2,312

建設局 公園管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用平成２６年度西部方面公園事務所管内一円公園清掃業務委託料の支出について（第２四半期分）
3,965,166

建設局 公園管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　平成２６年度南部方面公園事務所管内一円公園一般廃棄物分別収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第２回）
5,709,960

建設局 公園管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　平成２６年度南部方面公園事務所管内産業廃棄物収集運搬処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第２回）
3,628,800

建設局 公園管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
600

建設局 公園管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　正割材－１　外８点　買入経費の支出について
771,120

建設局 公園緑化部調整課 平成26年11月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　小路東公園新設工事に伴う設計業務委託の委託費の支払いについて
1,088,640

建設局 公園緑化部調整課 平成26年11月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 大阪城公園山里エリア石垣修復その他工事(山里門東雁木石垣)の工事費の前払いの支出について
30,210,000

建設局 公園緑化部調整課 平成26年11月14日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 負担金、補助及交付金　会費 公園事業用　第４８回公園緑地講習会参加負担金の支出について
29,820

建設局 公園緑化部調整課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　大阪城公園ほか３公園改修工事の工事費の前払い金の支出について
335,000

建設局 公園緑化部調整課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　大阪城公園ほか３公園改修工事の工事費の前払い金の支出について
815,000
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建設局 公園緑化部調整課 平成26年11月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　南港中央公園改修工事に伴う設計業務委託の委託費の支出について
1,231,200

建設局 公園緑化部調整課 平成26年11月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　天王寺動物園(ステージ周辺）改修工事に伴う設計業務委託の前払い金の支出について
480,000

建設局 公園緑化部調整課 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 旅費　普通旅費 公園事業用　第19回歴史公園ネットワーク研究会の参加に伴う出張及び旅費の支出について
43,320

建設局 公園緑化部調整課 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 負担金、補助及交付金　会費 公園事業用　第19回歴史公園ネットワーク研究会の参加に伴う会費の立替払について
4,000

建設局 公園緑化部調整課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　分担金 公園事業用　大都市都市公園機能実態共同調査（第８次）平成２６年度分担金の支出について
2,500,000

建設局 協働課 平成26年11月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（９月分）
30,125

建設局 協働課 平成26年11月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 住吉区児童遊園整備費補助金の支出について（住吉町児童遊園）
150,000

建設局 協働課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 港区児童遊園整備費補助金の支出について（波除ちびっこ広場）
54,000

建設局 協働課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平野区児童遊園整備費補助金の支出について（菜乃花の里児童遊園）
16,200

建設局 協働課 平成26年11月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 東住吉区児童遊園整備費補助金の支出について（矢田中高架下児童遊園）
88,560

建設局 協働課 平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 城東区児童遊園整備費補助金の支出について（西鴫野７児童遊園）
150,000

建設局 協働課 平成26年11月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 港区児童遊園整備費補助金の支出について（寿児童遊園）
110,000

建設局 東部方面公園事務所 平成26年11月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）／真田山公園事務所
17,236

建設局 東部方面公園事務所 平成26年11月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）／真田山公園事務所
10,692

建設局 東部方面公園事務所 平成26年11月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）／真田山公園事務所
19,800

建設局 東部方面公園事務所 平成26年11月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張交通費の支出について（９・１０月分）/真田山公園事務所
5,520

建設局 東部方面公園事務所 平成26年11月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費等の支出について（９月分）/東部方面公園事務所
8,920

建設局 東部方面公園事務所 平成26年11月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　手数料 小型船舶操縦免許取得講習の受講並びに所要経費の支出について
1,350

建設局 東部方面公園事務所 平成26年11月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　会費 小型船舶操縦免許取得講習の受講並びに所要経費の支出について
4,200

建設局 東部方面公園事務所 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園水道代（平成２６年１０月分）の支出について
7,704

建設局 東部方面公園事務所 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園水道代（平成２６年１０月分）の支出について
4,364

建設局 東部方面公園事務所 平成26年11月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 公園管理用　巽公園ガス使用料の支出について（１０月分）
2,160

建設局 東部方面公園事務所 平成26年11月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園駐車場及び公園電気使用料（２６年１０月分）の支出について
89,419

建設局 東部方面公園事務所 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）／東部方面公園事務所
50,378

建設局 東部方面公園事務所 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）／東部方面公園事務所
30

建設局 東部方面公園事務所 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）／東部方面公園事務所
8,316

建設局 西部方面公園事務所 平成26年11月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）/西部方面公園事務所
49,446

建設局 西部方面公園事務所 平成26年11月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）/西部方面公園事務所
1,080

建設局 南部方面公園事務所 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用南部方面公園事務所の電気及び水道使用料の支出について（第２四半期分）
1,519,332

建設局 南部方面公園事務所 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用南部方面公園事務所の電気及び水道使用料の支出について（第２四半期分）
845,913

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
39,695

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,384

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（９月分）北部方面公園事務所
9,010

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月07日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　北部方面公園事務所矢倉緑地　上水使用料の支出について（９月分）
15,632

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 災害参集動員用　タクシー乗車料金・通勤経路と異なる交通手段の利用による交通費の支出について/北部方面公園事務所
22,030

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 災害参集動員用　タクシー乗車料金・通勤経路と異なる交通手段の利用による交通費の支出について/北部方面公園事務所
320

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 災害参集動員用　通勤経路と異なる交通手段の利用による交通費の支出について／城北公園事務所
960

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 災害参集動員用　タクシー乗車料金および通勤経路と異なる交通手段の利用による交通費の支出について／城北公園事務所
1,120

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 災害参集動員用　タクシー乗車料金および通勤経路と異なる交通手段の利用による交通費の支出について／城北公園事務所
26,770

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　城北公園事務所電話使用料（９月分）の支出について
29,095

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（９月分）/十三公園事務所
5,150

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 災害参集動員用　タクシー乗車料金の支出について／十三公園事務所
19,540

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　グランフロント街路樹エリア水道使用料の支出について－５（１１月分）
1,340

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　グランフロント街路樹エリア水道使用料の支出について－３（１１月分）
1,252

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　グランフロント街路樹エリア水道使用料の支出について－７（１１月分）
2,059

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　グランフロント街路樹エリア水道使用料の支出について－６（１１月分）
1,130

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　グランフロント街路樹エリア水道使用料の支出について－６（１１月分）
659

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　グランフロント街路樹エリア水道使用料の支出について－５（１１月分）
791
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建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　グランフロント街路樹エリア水道使用料の支出について－４（１１月分）
1,864

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　グランフロント街路樹エリア水道使用料の支出について－４（１１月分）
1,121

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　グランフロント街路樹エリア水道使用料の支出について－７（１１月分）
3,278

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　グランフロント街路樹エリア水道使用料の支出について－１（１１月分）
4,864

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　グランフロント街路樹エリア水道使用料の支出について－９（１１月分）
1,026

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　グランフロント街路樹エリア水道使用料の支出について－９（１１月分）
594

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　グランフロント街路樹エリア水道使用料の支出について－１０（１１月分）
1,026

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　グランフロント街路樹エリア水道使用料の支出について－１０（１１月分）
594

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　グランフロント街路樹エリア水道使用料の支出について－３（１１月分）
2,073

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　グランフロント街路樹エリア水道使用料の支出について－１１（１１月分）
1,026

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　グランフロント街路樹エリア水道使用料の支出について－８（１１月分）
725

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　グランフロント街路樹エリア水道使用料の支出について－８（１１月分）
1,235

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　グランフロント街路樹エリア水道使用料の支出について－２（１１月分）
594

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　グランフロント街路樹エリア水道使用料の支出について－２（１１月分）
1,026

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　グランフロント街路樹エリア水道使用料の支出について－１（１１月分）
3,039

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　グランフロント街路樹エリア水道使用料の支出について－１１（１１月分）
594

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　城北公園工業用水使用料の支出について（１１月分）
83,153

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　矢倉緑地下水道使用料金の支出について（１０月分）
6,944

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 災害参集動員用　通勤経路と異なる交通手段の利用による交通費の支出について／十三公園事務所
240

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 災害参集動員用　タクシー乗車料金及び通勤経路と異なる交通手段の利用による交通費の支出について／十三公園事務所
320

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 災害参集動員用　タクシー乗車料金及び通勤経路と異なる交通手段の利用による交通費の支出について／十三公園事務所
2,040

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（１０月分）北部方面公園事務所
17,430

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
30,386

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 「小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）」
12,326

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
18,738

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 「小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）」
3,974

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　出来島公園水道使用料の支出について（１１月分）
1,026

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　出来島公園水道使用料の支出について（１１月分）
594

建設局 北部方面公園事務所 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　城北菖蒲園下水道使用料の支出について（１０月分）
472,348

建設局 花博記念公園事務所 平成26年11月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 鶴見緑地公園管理用市内出張交通費等の支出について(１０月分)/花博記念公園事務所
12,314

建設局 花博記念公園事務所 平成26年11月21日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　上下水道使用料の支出について（１０月分）
2,352,703

建設局 花博記念公園事務所 平成26年11月21日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　上下水道使用料の支出について（１０月分）
97,045

建設局 花博記念公園事務所 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　上下水道使用料の支出について（１０月分）
2,964,001

建設局 花博記念公園事務所 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　上下水道使用料の支出について（１０月分）
1,990,456

建設局 花博記念公園事務所 平成26年11月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　下水道使用料の支出について（１０月分）
1,373,505

建設局 花博記念公園事務所 平成26年11月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　下水道使用料の支出について（１０月分）
56,654

建設局 花博記念公園事務所 平成26年11月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　工業用水道使用料の支出について（１１月分）
1,723,976

建設局 花博記念公園事務所 平成26年11月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　下水道使用料の支出について（１０月分）
3,845,757

建設局 花博記念公園事務所 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　守口市下水道使用料の支出について（１０月分）
580,798

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月04日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 役務費　通信運搬費 動物園管理用　業務用連絡切手の購入について
17,750

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について（９月分）／天王寺動物公園事務所
24,556

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）煮干概算２５ｋｇ購入（上半期）経費の支出について（９月分）
75,600

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）シシャモ概算５０ｋｇ購入（上半期）経費の支出について（９月分）
33,696

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）マウス・ラット用ペレット概算１５０ｋｇ購入（上半期）経費の支出について（９月分）
34,020

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）黒砂糖概算３ｋｇ購入（上半期）経費の支出について（９月分）
2,943

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）スポーツ飲料概算２５Ｌ外３点購入（上半期）経費の支出について（９月分）
59,400

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）蜂蜜概算１０ｋｇ外１点購入（上半期）経費の支出について（９月分）
24,192

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ビタミン・ミネラル飼料添加物概算５ｋｇ外１点購入（上半期）経費の支出について（９月分）
12,150
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建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）原塩概算１００ｋｇ購入（上半期）経費の支出について（９月分）
16,200

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）モロコ概算５ｋｇ外４点購入（上半期）経費の支出について（９月分）
113,400

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）小赤金魚概算３，０００匹購入（上半期）経費の支出について（９月分）
25,488

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ミールウォーム概算６０箱外１点購入（上半期）経費の支出について（９月分）
58,320

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）活マウス概算１００匹外１点購入（上半期）経費の支出について（９月分）
53,244

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）肝油概算１３Ｌ購入（上半期）経費の支出について（９月分）
86,400

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）フタホシコオロギ１・２齢概算３０，０００匹外１点購入（上半期）経費の支出について（９月分）
47,520

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）パワーブロック概算５箱購入（上半期）経費の支出について（９月分）
36,720

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月11日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 負担金、補助及交付金　会費 動物園事業用　第２４回ゾウ会議出席にかかる会費の支出について
20,000

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月14日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 旅費　普通旅費 動物園事業用　第２４回ゾウ会議出席にかかる出張旅費の支出について
36,920

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月14日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）鳥用ペレット概算４００ｋｇ外６点購入（上半期）経費の支出について（６月分・９月分）
175,500

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月18日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　超低温冷凍庫（ディープフリーザー）長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
22,575

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月18日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　血液分析装置長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
45,570

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月18日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 天王寺動物園及び天王寺公園入園者管理用　券売機借入（再リース）経費の支出について（１０月分）
311,995

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月18日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　自動血球計数装置長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
24,045

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月18日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　レントゲン装置長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
49,350

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月19日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）青草概算１７，０００ｋｇ外２点購入（下半期）経費の支出について（１０月分）
1,206,122

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月19日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）牛レバー概算６５０ｋｇ外５点購入（下半期）経費の支出について（１０月分）
1,544,092

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月19日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）鳥用ペレット概算４００ｋｇ外７点購入（下半期）経費の支出について（１０月分）
261,360

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月19日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）肉食獣用ソーセージ概算４０箱購入（下半期）経費の支出について（１０月分）
168,480

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月19日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）リンゴ概算５，０００ｋｇ外３点購入（下半期）経費の支出について（１０月分）
230,740

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月19日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ミミズ概算１６３ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（１０月分）
142,884

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月19日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）オキアミ概算３，０００ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（１０月分）
324,000

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 動物公園管理用　天王寺公園・天王寺動物園出改札及び来園者案内等業務委託　長期継続にかかる支出について（10月分）
4,548,582

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 動植物公園事業用　平成２６年度天王寺公園・動物園　券売機保守業務委託の支出について（１０月分）
48,600

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報償費　報償金 まつり関連事業「秋の動物フェスティバル」の絵本の読み語りにかかる報償金の支出について
5,460

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 天王寺動物公園事業用「天王寺動物園飼育動物歩行姿勢保持にかかる補助等業務委託（緊急）」にかかる経費の支出について
86,400

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 旅費　普通旅費 動物園事業用　大都市動物園水族館事務主管者会議出席にかかる出張旅費の支出について
24,300

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）愛玩家禽用配合飼料概算８００ｋｇ外２点購入（下半期）経費の支出について（１０月分）
36,720

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）パンの耳概算１，１００ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（１０月分）
21,228

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）冷凍マウス概算７，１００匹外３点購入（下半期）経費の支出について（１０月分）
247,320

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ミールワーム概算６０箱外１点購入（下半期）経費の支出について（１０月分）
68,040

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 災害参集動員用　通勤経路と異なる交通手段の利用による交通費の支出について／天王寺動物公園事務所
190

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）コイ概算３００ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（１０月分）
154,008

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ドジョウ概算１，３５０ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（１０月分）
585,900

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）干草スーダン概算７，０００ｋｇ外４点購入（下半期）経費の支出について（１０月分）
192,463

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）鶏肉概算７，０００ｋｇ外１点購入（下半期）経費の支出について（１０月分）
449,955

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）並塩概算７０ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（１０月分）
16,200

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）鶏卵概算９０ｋｇ外１点購入（下半期）経費の支出について（１０月分）
21,168

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）冷凍カワエビ概算１４０ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（１０月分）
34,776

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）／天王寺動物公園事務所
29,160

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　医薬材料費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）／天王寺動物公園事務所
11,399

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）／天王寺動物公園事務所
45,931

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）／天王寺動物公園事務所
3,000

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）／天王寺動物公園事務所
972

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）脱脂粉乳概算２０ｋｇ外１点購入（下半期）経費の支出について（１０月分）
2,592

建設局 天王寺動物公園事務所 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について（１０月分）／天王寺動物公園事務所
30,842

建設局 西南方面公園事務所 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について（１０月分）／西南方面公園事務所
7,320
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港湾局 財産活用担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 財活-36 土地経営その他管理用　ｸｰﾗｰﾊﾞｯｸほか４点買入購入経費の支出について
88,624

港湾局 財産活用担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 財活-31　土地経営その他管理用　工具セットほか17点買入購入経費の支出について
246,869

港湾局 財産活用担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 財活-35　土地経営その他管理用　吊下げストラップ他2点購入経費の支出について
31,374

港湾局 財産活用担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用水道料金の支出について（１０月分）（財活－４６）
594

港湾局 財産活用担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用水道料金の支出について（１０月分）（財活－４６）
1,026

港湾局 財産活用担当 平成26年11月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 土地賃貸用　財活―20　不動産鑑定評価依頼及び同経費の支出について
381,240

港湾局 財産活用担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 測量業務用　ＡＴＣ地下１階部分の賃貸借料の支出について（12月分）
1,091

港湾局 財産活用担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用電気料金の支出について（１０月分）（財活－４５）
11,963

港湾局 財産活用担当 平成26年11月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 財産活用担当事務用　地下鉄回数カードの購入経費の支出について
60,000

港湾局 財産活用担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 報償費　報償金 財活－４３　土地経営その他管理用　法律相談にかかる報酬の支出について
172,800

港湾局 財産活用担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 財産活用担当事務用　市内出張旅費（平成２６年１０月分）の支出について
5,460

港湾局 財産活用担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 財産活用担当事務用　後納郵便料金の支出について（１０月分）
18,266

港湾局 財産活用担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 財産活用事務用　測量業務(財産整理)システム機器借入にかかる経費の支出について　平成26年10月分(第7回)
4,876

港湾局 計画担当 平成26年11月12日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 旅費　普通旅費 計画担当業務用　イーグレひめじ：姫路市国際交流センターへの出張旅費の支出について（１１／１３　兵庫県姫路市）
3,840

港湾局 計画担当 平成26年11月12日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 負担金、補助及交付金　会費 計画担当業務用　第１０１回国際戦略・拠点港湾管理者統計調査協議会会議運営費の支出について
4,000

港湾局 計画担当 平成26年11月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 戦略港湾担当業務用　「平成２６年度　阪神港の貨物集貨施策」の説明会に伴うフクラシア東京ステーションへの出張旅費の支出について（１０／２２～２３）
75,200

港湾局 計画担当 平成26年11月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 戦略港湾担当業務用　「平成２６年度　阪神港の貨物集貨施策」の説明会に伴う愛媛県勤労会館への出張旅費の支出について（１０／３１　愛媛県　松山市）
22,380

港湾局 計画担当 平成26年11月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 戦略港湾担当業務用　「平成２６年度　阪神港の貨物集貨施策」の説明会に伴う大分県労働福祉会館への出張旅費の支出について（１０／２８）
69,960

港湾局 計画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 港湾調査用　港湾統計調査データ作成処理業務委託　長期継続（平成２６年１０月分）に係る経費の支出について
1,166,400

港湾局 計画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 港湾調査用　港湾統計調査データ出力システム用機器長期借入（その２）（平成２６年１０月分）使用料の支出について
35,640

港湾局 計画担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　印刷製本費 港湾調査用　大阪港統計年報2013年他1点印刷に係る経費の支出について
65,178

港湾局 計画担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 計画担当業務用　「南海トラフ地震等に対する緊急防災対策促進大会」の出席に伴うホテルニューオータニへの出張旅費の支出について（１１／６　東京都　千代田区）
57,680

港湾局 計画担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 計画担当業務用　近接地出張旅費の支出について（平成２６年度１０月分）
24,540

港湾局 保全監理担当 平成26年11月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 建築業務用陽画焼付等（上半期）請負（単価契約）９月分に係る支出について
714

港湾局 保全監理担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 橋梁補修用　請第7250号　かもめ大橋補修工事の工事前払金の支出について
17,060,000

港湾局 保全監理担当 平成26年11月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 橋梁補修用　請第7251号　かもめ大橋舗装補修工事の工事前払金の支出について
29,230,000

港湾局 保全監理担当 平成26年11月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 舗装補修用 請第7101号 １区中央幹線舗装補修工事の竣工金の支出について
12,841,200

港湾局 保全監理担当 平成26年11月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 設計業務用　陽画焼付等（上半期）請負（単価契約）9月分(設計)にかかる経費の支出について
29,591

港湾局 保全監理担当 平成26年11月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 旅費　普通旅費 26-5601号に伴う鋼矢板(重防食)工場検査に係る出張旅費の支出について(請負工事監督業務用)
23,320

港湾局 保全監理担当 平成26年11月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 保全監理担当用　自動車法定点検整備業務委託（その１）の経費の支出について
189,691

港湾局 保全監理担当 平成26年11月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 なにわ５００ぬ２０２１追加修繕の経費の支出について（港湾工事用　車輌）
216,176

港湾局 保全監理担当 平成26年11月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 なにわ５００ぬ２０２０追加修繕の経費の支出について（港湾工事用　車輌）
35,098

港湾局 保全監理担当 平成26年11月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 旅費　普通旅費 26-5600号港区尻無川右岸（水門上流）堤防工事（その１２）に伴うタイロッド材料検査に係る出張旅費の支出について（請負工事監督業務用）
5,440

港湾局 保全監理担当 平成26年11月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 舗装補修用　請第5300号　此花大橋舗装補修工事の施行及び同経費の支出について（前払金）
8,020,000

港湾局 保全監理担当 平成26年11月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 保全監理担当（設計）用（工事管理用）市内出張旅費の支出について（１０月分）
4,040

港湾局 保全監理担当 平成26年11月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　新規工事費 工事用　平成26年度　請第5700号　大阪港内底質除去工事（福町堀その３）の中間前払金の支出について
162,000

港湾局 保全監理担当 平成26年11月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　新規工事費 工事用　平成26年度　請第5700号　大阪港内底質除去工事（福町堀その３）の中間前払金の支出について
21,768,000

港湾局 保全監理担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　新規工事費 施設撤去用　平成26年度　請第7100号　もと南港中継基地土砂撤去工事　前払金の支出について
20,000

港湾局 環境整備担当 平成26年11月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 北港処分地管理運営費用　夢洲２区内水質監視設備維持管理業務委託にかかる経費の支出について（第1回部分払）
2,376,000

港湾局 環境整備担当 平成26年11月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 港湾局担当業務用ＥＴＣ利用高速道路通行料（９月分）の支出について
510

港湾局 設備担当 平成26年11月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　ベルトポンチほか５1点買入にかかる経費の支出について
137,462

港湾局 設備担当 平成26年11月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　ベルトポンチほか５1点買入にかかる経費の支出について
11,232

港湾局 設備担当 平成26年11月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　ベルトポンチほか５1点買入にかかる経費の支出について
63,050

港湾局 設備担当 平成26年11月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　錆止塗料ほか８点買入にかかる経費の支出について
46,818

港湾局 設備担当 平成26年11月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ベルトポンチほか５1点買入にかかる経費の支出について
16,200

港湾局 設備担当 平成26年11月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　ベルトポンチほか５1点買入にかかる経費の支出について
39,992

港湾局 設備担当 平成26年11月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　錆止塗料ほか８点買入にかかる経費の支出について
47,566

港湾局 設備担当 平成26年11月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　錆止塗料ほか８点買入にかかる経費の支出について
46,818
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港湾局 設備担当 平成26年11月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ベルトポンチほか５1点買入にかかる経費の支出について
88,280

港湾局 設備担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 ４７Ｃ－１７　船舶維持管理用　「ゆりかもめ」船舶検査手数料にかかる経費の支出について
19,200

港湾局 設備担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　手数料 自動車維持管理用　自動車継続検査受験諸費用（なにわ100す3093）の支出について
1,100

港湾局 設備担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　損害保険料 自動車維持管理用　自動車継続検査受験諸費用（なにわ100す3093）の支出について
24,040

港湾局 設備担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 公課費　公課費 自動車維持管理用　自動車継続検査受験諸費用（なにわ100す3093）の支出について
24,600

港湾局 設備担当 平成26年11月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　Ｐ型水密ゴムパッキン（コーナー用）①ほか１点買入れにかかる経費の支出について
383,616

港湾局 設備担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ワイヤーロープほか２点買入にかかる経費の支出について
51,840

港湾局 設備担当 平成26年11月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　ワイヤーロープほか２点買入にかかる経費の支出について
57,456

港湾局 設備担当 平成26年11月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車維持管理用　普通貨物自動車追加修繕（その２）にかかる経費の支出について
64,368

港湾局 設備担当 平成26年11月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 電気絶縁油ポリ塩化ビフェニル濃度分析業務委託料の支出について〔電気設備管理用〕
56,700

港湾局 設備担当 平成26年11月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 庁舎管理用　請第３０００号　平成26年度鶴町基地内事務所清掃業務委託の経費の支出について(10月分)
244,186

港湾局 設備担当 平成26年11月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　溶接フランジほか６点買入にかかる経費の支出について
143,856

港湾局 設備担当 平成26年11月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　溶接フランジほか６点買入にかかる経費の支出について
90,720

港湾局 設備担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　ヘルムポンプ用Ｘリング　ほか４点買入れに係る経費の支出について
33,793

港湾局 設備担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　ヘルムポンプほか２点買入れに係る経費の支出について
99,360

港湾局 設備担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　ヘルムポンプ用Ｘリング　ほか４点買入れに係る経費の支出について
1,209

港湾局 設備担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ヘルムポンプ用Ｘリング　ほか４点買入れに係る経費の支出について
11,880

港湾局 設備担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 電気設備維持管理用　請第3470号　電球及び安定器等買入(単価契約)にかかる経費の支出について(第4回分)
547,884

港湾局 設備担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ４７Ａ－１６　機械担当業務用　自動膨張式救命胴衣ブラックほか２点買入にかかる経費の支出について
182,520

港湾局 設備担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　救命ボックス買入にかかる経費の支出について
237,168

港湾局 設備担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 (電事-1)ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ(港湾局)買入にかかる経費の支出について(単価契約10月分　鶴町電気事務所管理用)
4,751

港湾局 施設管理担当 平成26年11月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 平成２６年度施設管理担当（緑地管理）建設機械(油圧ｼｮﾍﾞﾙ)法定点検整備業務委託の支出について　緑地維持管理用　９月分
21,600

港湾局 施設管理担当 平成26年11月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０１－１、９０３号　一般構造用角型鋼管（１）ほか４点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
36,288

港湾局 施設管理担当 平成26年11月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 軽油（９月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用）
223,103

港湾局 施設管理担当 平成26年11月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 軽油（９月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用）
4,849

港湾局 施設管理担当 平成26年11月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 天然ガス（９月分）の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
943

港湾局 施設管理担当 平成26年11月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 軽油（９月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用）
34,323

港湾局 施設管理担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　ポートタウン緑地等電気料金（臨時電灯）（１０月分）の支出について
1,944

港湾局 施設管理担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　コスモスクエア海浜緑地等電気料金（１０月分）の支出について
700,668

港湾局 施設管理担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設電気料金（１０月分）の支出について
1,102,969

港湾局 施設管理担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　ポートタウン緑地等電気料金（１０月分）の支出について
785,655

港湾局 施設管理担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 直営工事用　小型建設機械の借入にかかる経費の支出について
35,100

港湾局 施設管理担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 ペデストリアンデッキ・歩道橋等維持管理用　ぺデストリアンデッキ電気料金１０月分の支出について
977,008

港湾局 施設管理担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 再生クラッシャラン・鉄鋼スラグ（９月分）の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
41,364

港湾局 施設管理担当 平成26年11月11日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営工事用　皮手袋－1ほか10点買入にかかる経費の支出について
162,162

港湾局 施設管理担当 平成26年11月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 建設機械借入（車両関係）（９月分）の実施にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
98,280

港湾局 施設管理担当 平成26年11月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 建設機械借入（重機関係）（９月分）の実施にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
16,200

港湾局 施設管理担当 平成26年11月12日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 報償費　報償金 咲洲トンネル維持管理用　代行臨港道路（大阪港咲洲トンネル）指定管理予定者選定委員会開催にかかる報償金の支出について
51,355

港湾局 施設管理担当 平成26年11月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 直営工事用　施設管理担当（緑地管理用）自動車法定点検整備業務委託の経費の支出について
241,920

港湾局 施設管理担当 平成26年11月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 緑地維持管理用　請６０６４号　緑地管理事務所機械警備業務委託（長期契約）（7月～9月分）の支出について
80,000

港湾局 施設管理担当 平成26年11月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 伐木等作業（チェーンソー）従事者特別教育の受講経費の支出について（緑地管理担当用）
14,914

港湾局 施設管理担当 平成26年11月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 地下鉄回数券の買入にかかる経費の支出について（施設管理担当用）
30,000

港湾局 施設管理担当 平成26年11月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 施設ー車　施設管理担当軽特種自動車追加修繕（その１）の実施にかかる経費の支出について（自動車等修繕用）
42,768

港湾局 施設管理担当 平成26年11月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 請第9208号　施設管理担当自動車法定点検整備業務委託（その２）の実施にかかる経費の支出について
504,144

港湾局 施設管理担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営工事用　バックアップバーほか２０点買入にかかる経費の支出について
279,590

港湾局 施設管理担当 平成26年11月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 平成２６年度施設管理担当（緑地管理用）建設機械(油圧ｼｮﾍﾞﾙ)法定点検整備業務委託の経費の支出について　１０月分
21,600

港湾局 施設管理担当 平成26年11月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成26年度　請第9623号　ひき船よう船にかかる経費の支出について（夢舞大橋維持管理用）
881,712

港湾局 施設管理担当 平成26年11月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０２号　接着系アンカーの買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
3,888
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港湾局 施設管理担当 平成26年11月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 原材料費　工事材料費 直９０１－２号　無収縮モルタルの買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
301,968

港湾局 施設管理担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（１０月分）の支出について
190,730

港湾局 施設管理担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設上下水道料金（１０月分）の支出について
19,301

港湾局 施設管理担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（１０月分）の支出について
1,437,240

港湾局 施設管理担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設上下水道料金（１０月分）の支出について
5,391

港湾局 施設管理担当 平成26年11月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 施設ー車　施設管理担当小型貨物自動車追加修繕（その１）の実施にかかる経費の支出について（自動車等修繕用）
61,560

港湾局 施設管理担当 平成26年11月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 施設ー車　普通特種タイヤ交換の実施にかかる経費の支出について（自動車等修繕用）
31,104

港湾局 施設管理担当 平成26年11月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 直営工事用　施設管理担当（緑地管理）自動車法定点検整備（平成２６年１１月～平成２７年１月分）受検諸費用の支出について
5,500

港湾局 施設管理担当 平成26年11月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　損害保険料 直営工事用　施設管理担当（緑地管理）自動車法定点検整備（平成２６年１１月～平成２７年１月分）受検諸費用の支出について
104,550

港湾局 施設管理担当 平成26年11月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 公課費　公課費 直営工事用　施設管理担当（緑地管理）自動車法定点検整備（平成２６年１１月～平成２７年１月分）受検諸費用の支出について
50,700

港湾局 施設管理担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・緑道等下水道料金（１０月分）の支出について
167,912

港湾局 施設管理担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　船車賃借料 職員輸送用　請６３０１号　職員輸送車借入の経費の支出について　１０月分
37,044

港湾局 施設管理担当 平成26年11月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 市内・近接地出張交通費の支出について（１０月分）施設管理担当用
9,100

港湾局 施設管理担当 平成26年11月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０５－１号　チェンソー用目立て調整器ほか３点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
33,156

港湾局 施設管理担当 平成26年11月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 ＬＰガス使用料（１０月分）の支出について（事務所等管理用）
148,936

港湾局 施設管理担当 平成26年11月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 臨港道路維持管理用　請９６３２号　道路管理システム用パソコン等機器一式長期借入経費（10月分）の支出について
16,740

港湾局 施設管理担当 平成26年11月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 請第9605号　軽貨物自動車長期継続借入金の支出について（１０月分）　臨港道路維持管理用
76,542

港湾局 施設管理担当 平成26年11月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直９０５－４号　桟木（杉）の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
95,904

港湾局 施設管理担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・緑道、新夕陽ヶ丘、在来緑地等電気料金（１０月分）の支出について
858,774

港湾局 施設管理担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設電気料金（１０月分）の支出について
7,982,842

港湾局 施設管理担当 平成26年11月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 夢舞大橋維持管理用　夢舞大橋電気料金（１０月分）の支出について
863,719

港湾局 施設管理担当 平成26年11月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 請第９０００号　平成２６年度第二突堤基地庁舎清掃業務委託の実施にかかる経費の支出について（１０月分）（事務所等管理用）
296,930

港湾局 施設管理担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 負担金、補助及交付金　分担金 緑地維持管理用　舞洲緑地（第２電気室）にかかる電気使用料相当額分担金の支出について（平成26年9月分）
397,121

港湾局 振興担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 港湾労働者施設管理用　南港コンテナふ頭トイレ外８か所清掃業務委託経費の支出について（9月分）
61,878

港湾局 振興担当 平成26年11月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 委託料　委託料 港湾労働者施設管理用　南港コンテナふ頭トイレ外８か所清掃業務委託経費の支出について（9月分）
4,583

港湾局 振興担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　広告料 ポートセールス用　海運専門誌（日本海事新聞「商船三井創業130周年特集号」）への広告掲載業務委託に係る経費の支出について
54,000

港湾局 振興担当 平成26年11月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　通信運搬費 クルーズ客船の誘致・受入業務用　職員の海外出張に伴う現地交通費の支出について（平成26年11月19日～22日　中国（香港））
30,000

港湾局 振興担当 平成26年11月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 ポートセールス用　大阪港利用促進に向けた港内視察用貸切船舶よう船（その２）に係る経費の支出について
129,600

港湾局 工務担当 平成26年11月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システムネットワーク回線使用料(平成26年9月分)の支出について（港湾業務情報システム用）
412,830

港湾局 工務担当 平成26年11月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　請第1077号　港湾業務情報システム用パソコン等機器一式　長期借入（10月分）の経費の支出について
133,272

港湾局 工務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 観測システム用　平成２６年度　気象・海象観測通信機器設置契約の更新及び同賃料の支出について(12月分)
3,938

港湾局 工務担当 平成26年11月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（平成２６年１０月分）の支出について
1,280

港湾局 防災保安担当 平成26年11月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 施設管理用　請第１８００号　平成２６年度第二突堤基地警備業務委託料の支出について（平成２６年９月分）
443,152

港湾局 防災保安担当 平成26年11月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 防災施設管理用　大正区船町旧防潮堤敷売却にかかる不動産鑑定経費の支出について
1,496,880

港湾局 防災保安担当 平成26年11月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　防災保安担当自動車法定点検整備業務委託（その２）にかかる経費の支出について
12,528

港湾局 防災保安担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 防災施設維持管理用　常吉ポンプ場稼働状況通信回線料の支出について（平成２６年１０月分）
2,703

港湾局 防災保安担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 防災施設管理用　大阪港防潮扉集中監視装置用インターネット回線料の支出について（平成２６年９月分）
33,912

港湾局 防災保安担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 防災施設管理用　大阪港防潮扉集中監視装置用ＭＣＡ無線利用料の支出について（平成２６年１１月分）
306,504

港湾局 防災保安担当 平成26年11月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　防災保安担当自動車修繕業務委託（その２）にかかる経費の支出について（なにわ300ひ1260）
32,292

港湾局 防災保安担当 平成26年11月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 請第９６９２号　大阪港ポートセキュリティカード発行機長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）　保安対策用
52,342

港湾局 防災保安担当 平成26年11月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 請第９６８９号　軽貨物自動車の借入にかかる経費の支出について（１０月分）　保安対策用
23,004

港湾局 防災保安担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 保安対策用　請第９６８０号　重要国際埠頭施設警備業務委託の委託料の支出について（１０月分）
24,393,960

港湾局 防災保安担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 防災保安巡視用　請１８０４号　防災保安用軽自動車長期借入にかかる経費の支出について（平成２６年１０月分）
64,800

港湾局 防災保安担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 委託料　委託料 保安対策用　請第９６８０号　重要国際埠頭施設警備業務委託の委託料の支出について（１０月分）
154,440

港湾局 海務担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　船車修繕料 施設調査用海務担当（埠頭）自動車法定点検業務委託にかかる経費の支出について
686

港湾局 海務担当 平成26年11月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 海務担当（海務）業務用　市内出張に伴う交通費（９月分）の支出について
7,130

港湾局 海務担当 平成26年11月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　アクリルラッカースプレー買入にかかる経費の支出について
2,462

港湾局 海務担当 平成26年11月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　メジャーほか１点買入にかかる経費の支出について
5,346
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港湾局 海務担当 平成26年11月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システム用　インターネット回線使用料（平成26年9月分）の支出について
25,056

港湾局 海務担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成26年9月分）の支出について　維－５
271

港湾局 海務担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料金の支出について（平成26年10月請求分）　維－1
24,432

港湾局 海務担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 直営業務用　玉掛け技能講習(一般者）経費の支出について
110,600

港湾局 海務担当 平成26年11月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営業務用　サイドハンドル買入にかかる経費の支出について
4,536

港湾局 海務担当 平成26年11月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　備品修繕料 直営業務用　ＧＰＳコンパス受信機修繕実施経費の支出について
97,200

港湾局 海務担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用　プロパンガス使用料の支出について（１０月分）
6,205

港湾局 海務担当 平成26年11月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　白灯油買入れにかかる経費の支出について
22,680

港湾局 海務担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 施設調査用タイヤの買入経費の支出について
703

港湾局 海務担当 平成26年11月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 港湾事業一般管理用　平成26年10月30日瀬戸内・海の路ネットワーク平成26年度担当者会への出張の支出について
3,880

港湾局 海務担当 平成26年11月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　小型ブイ用標体（１０ーＰＳ型）買入にかかる経費の支出について
54,000

港湾局 海務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 旅費　普通旅費 海務担当一般業務用　平成２６年１０月３０日外務省北米局への出張旅費の支出について
29,600

港湾局 海務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 （給水事業用、渡船事業用、巡視業務用）水道使用料の支出について（10月分）
3,233

港湾局 海務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 （給水事業用、渡船事業用、巡視業務用）水道使用料の支出について（10月分）
2,520

港湾局 海務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 原材料費　船舶給水料 （給水事業用、渡船事業用、巡視業務用）水道使用料の支出について（10月分）
1,208,058

港湾局 海務担当 平成26年11月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　耐火作業　冬ズボンほか１点買入れにかかる経費の支出について
10,454

港湾局 海務担当 平成26年11月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 海務担当（海務）業務用　地下鉄回数カードの買入にかかる経費の支出について
18,000

港湾局 海務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成26年10月分）の支出について　維－２
3,200

港湾局 海務担当 平成26年11月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　使い捨て防じんマスクほか１点買入にかかる経費の支出について
4,104

港湾局 海務担当 平成26年11月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　使い捨て防じんマスクほか１点買入にかかる経費の支出について
2,052

港湾局 海務担当 平成26年11月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営業務用　使い捨て防じんマスクほか１点買入にかかる経費の支出について
7,128

港湾局 海務担当 平成26年11月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営業務用　ハスバギアほか４点買入にかかる経費の支出について
6,091

港湾局 海務担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 給水事業用、巡視業務用及び総務担当施設管理用　電気使用料の支出について（10月分）
17,773

港湾局 海務担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 給水事業用、巡視業務用及び総務担当施設管理用　電気使用料の支出について（10月分）
83,202

港湾局 海務担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成26年10月分）の支出について（維－３）
10,313

港湾局 海務担当 平成26年11月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　船外機プロペラ買入にかかる経費の支出について
10,800

港湾局 海務担当 平成26年11月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 給水事業用、巡視業務用及び総務担当施設管理用　電気使用料の支出について（10月分）
2,882

港湾局 海務担当 平成26年11月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直営工事用　防舷材用ボルト・ワッシャー買入にかかる経費の支出について
468,936

港湾局 海務担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　手数料 海務担当一般業務用　小型船舶登録事項証明書の手数料の支出について
1,350

港湾局 海務担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 渡船事業用　小型湯沸器の買入にかかる経費の支出について
32,400

港湾局 海務担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 渡船事業用　合成樹脂調合ペイントの買入にかかる経費の支出について
47,520

港湾局 海務担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用及び巡視業務用　免税軽油の買入にかかる経費の支出について（10月分）
181,440

港湾局 海務担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用及び巡視業務用　免税軽油の買入にかかる経費の支出について（10月分）
90,720

港湾局 海務担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 港内清掃事業用　請第1511号　平成26年度大阪港内清掃作業業務委託の経費の支出について（平成26年10月分）
2,158,000

港湾局 海務担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 給水事業用　南港Ｌ岸壁及び天保山岸壁船舶給水業務委託料（10月分）の支出について
416,033

港湾局 海務担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託設計変更の実施及び同経費の支出について（平成26年10月分）
3,038,832

港湾局 海務担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託設計変更の実施及び同経費の支出について（平成26年10月分）
2,110,301

港湾局 海務担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 直営業務用　市内等出張交通費の支出について（１０月分）
3,540

港湾局 海務担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（１０月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
61,776

港湾局 海務担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（１０月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
30,888

港湾局 海務担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（１０月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
355,212

港湾局 海務担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（１０月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
509,652

港湾局 海務担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（１０月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
61,776

港湾局 海務担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（１０月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
30,888

港湾局 海務担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（１０月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
15,444

港湾局 海務担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 施設管理用　請９３０３号　平成26年度鶴町基地警備業務委託の経費の支出について（制限付一般競争入札）(１０月）
515,504

港湾局 海務担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 請第９３１１号　水深選択ソフト用パソコン等機器一式　長期借入（１０月分）
14,070

港湾局 海務担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機等長期借入の契約変更の実施及び同経費（平成２６年１０月分）の支出について
145,885
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港湾局 海務担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営工事用　請９３０１号　軽貨物自動車長期継続借入（１０月分）の経費の支出について
23,652

港湾局 海務担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 港湾事業一般管理用　港湾行政セミナーにかかる受講料の支出について
17,500

港湾局 海務担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（１０月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
138,996

港湾局 海務担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 需用費　光熱水費 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎51階機器室電気料金（平成26年9月分）の支出について
26,252

港湾局 海務担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託設計変更の実施及び同経費の支出について（平成26年10月分）
10,720,325

港湾局 海務担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機等長期借入の契約変更の実施及び同経費（平成２６年１０月分）の支出について
15,381

港湾局 海務担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎における府有財産施設設置契約経費の支出について（平成26年12月分）
184,248

港湾局 海務担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎における府有財産設置契約（44階事務室）経費の支出について（平成26年12月分）
168,542

港湾局 総務担当 平成26年11月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内出張にかかる交通費の支出について（平成26年9月分）
3,120

港湾局 総務担当 平成26年11月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　鶴町機械担当事務所天井修繕にかかる経費の支出について
161,163

港湾局 総務担当 平成26年11月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　通信運搬費 国際交流用　職員の海外出張（韓国・釜山）に伴う経費の支出について
1,967

港湾局 総務担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　筆耕翻訳料 国際交流用　メルボルン港との職員交流にかかるプレゼン資料の翻訳業務委託にかかる経費の支出について
74,520

港湾局 総務担当 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 総務事務用　郵便切手購入にかかる経費の支出について
10,000

港湾局 総務担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内出張にかかる交通費の支出について（10月分）
1,100

港湾局 総務担当 平成26年11月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 需用費　消耗品費 国際交流用　オーストラリア・メルボルン出張にかかる記念品の買入に伴う経費の支出について
157,680

港湾局 総務担当 平成26年11月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　筆耕翻訳料 国際交流用　メルボルン港姉妹港提携40周年記念式典あいさつ文の翻訳業務委託にかかる経費の支出について
12,960

港湾局 総務担当 平成26年11月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 報償費　報償金 コンプライアンス用法律顧問契約の経費の支出について
308,700

港湾局 総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 庁舎維持管理用　港湾局ＡＴＣ庁舎賃料及び共益費の支出について（平成26年12月分）
192,423

港湾局 総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　ＡＴＣ駐車場使用料の支出について（平成26年12月分）
220,527

港湾局 総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 庁舎維持管理用　港湾局ＡＴＣ庁舎賃料及び共益費の支出について（平成26年12月分）
15,789,140

港湾局 総務担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 平成26年10月分　公舎電気使用料の支出について（庁舎維持管理用）
20,496

港湾局 総務担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 港湾局庁舎（ＡＴＣ）にかかる光熱費の支出について（平成26年10月分）　庁舎維持管理用
317,509

港湾局 総務担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 港湾局庁舎（ＡＴＣ）にかかる光熱費の支出について（平成26年10月分）　庁舎維持管理用
947,837

港湾局 総務担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用　回線使用料の支出について（平成26年10月分）
22,797

港湾局 総務担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報用　庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成26年10月分）【平成24年度契約分】
53,141

港湾局 総務担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報用　庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成26年10月分）【平成23年度契約分】
422,752

港湾局 総務担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 電話機リース料の支出について（海上保全事務所・平成26年10月分）　庁舎維持管理用
8,421

港湾局 総務担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 港湾局事務用ファクシミリ長期借入にかかる経費の支出について（平成26年10月分）
43,260

港湾局 経営監理担当 平成26年11月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 調達事務用　地方公共団体契約実務の要点追録ほか１点買入（概算契約）にかかる経費の支出について（66～68号分）
6,027

港湾局 経営監理担当 平成26年11月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 会計事務用　日商簿記３級基礎講座受講及び同経費の支出について
14,440

港湾局 経営監理担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
395

港湾局 経営監理担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
13,940

港湾局 経営監理担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
3,545

港湾局 経営監理担当 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
5,961

港湾局 経営監理担当 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
972

港湾局 経営監理担当 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
310

港湾局 経営監理担当 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
873

港湾局 経営監理担当 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
2,052

港湾局 経営監理担当 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
3,348

港湾局 経営監理担当 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
8,400

港湾局 経営監理担当 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
140

港湾局 経営監理担当 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
400

港湾局 経営監理担当 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
392

港湾局 経営監理担当 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
2,000

港湾局 経営監理担当 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
6,520

港湾局 経営監理担当 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,930

港湾局 経営監理担当 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
2,040

港湾局 経営監理担当 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
14,000
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港湾局 経営監理担当 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,370

港湾局 経営監理担当 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
10,250

港湾局 経営監理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（９月分）の買入にかかる経費の支出について
33,206

港湾局 経営監理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（９月分）の買入にかかる経費の支出について
42,872

港湾局 経営監理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（９月分）の買入にかかる経費の支出について
8,039

港湾局 経営監理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（９月分）の買入にかかる経費の支出について
131,507

港湾局 経営監理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（９月分）の買入にかかる経費の支出について
72,629

港湾局 経営監理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（９月分）の買入にかかる経費の支出について
711

港湾局 経営監理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（９月分）の買入にかかる経費の支出について
30,067

港湾局 経営監理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（９月分）の買入にかかる経費の支出について
43,002

港湾局 経営監理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（９月分）の買入にかかる経費の支出について
12,353

港湾局 経営監理担当 平成26年11月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（９月分）の買入にかかる経費の支出について
7,348

港湾局 経営監理担当 平成26年11月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（９月分）の買入にかかる経費の支出について
43,636

港湾局 経営監理担当 平成26年11月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（９月分）の買入にかかる経費の支出について
162,848

港湾局 経営監理担当 平成26年11月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（９月分）の買入にかかる経費の支出について
2,858

港湾局 経営監理担当 平成26年11月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（９月分）の買入にかかる経費の支出について
15,571

港湾局 経営監理担当 平成26年11月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（９月分）の買入にかかる経費の支出について
14,453

港湾局 経営監理担当 平成26年11月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（９月分）の買入にかかる経費の支出について
4,542

港湾局 経営監理担当 平成26年11月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（９月分）の買入にかかる経費の支出について
19,147

港湾局 経営監理担当 平成26年11月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（９月分）の買入にかかる経費の支出について
31,358

港湾局 経営監理担当 平成26年11月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（９月分）の買入にかかる経費の支出について
10,106

港湾局 経営監理担当 平成26年11月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（９月分）の買入にかかる経費の支出について
16,770

港湾局 経営監理担当 平成26年11月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（９月分）の買入にかかる経費の支出について
15,250

港湾局 経営監理担当 平成26年11月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（９月分）の買入にかかる経費の支出について
196,536

港湾局 経営監理担当 平成26年11月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（９月分）の買入にかかる経費の支出について
7,032

港湾局 経営監理担当 平成26年11月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（９月分）の買入にかかる経費の支出について
10,106

港湾局 経営監理担当 平成26年11月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内出張に伴う交通費（１０月分）の支出について
3,480

港湾局 経営監理担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内出張に伴う交通費（１０月分）の支出について
720

港湾局 監理調整担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 もと大阪南港魚つり園用電気代の支出について（10月分）
3,116

港湾局 監理調整担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 野鳥園臨港緑地用電気代の支出について（10月分）
34,101

港湾局 監理調整担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 報償費　報償金 野鳥園臨港緑地用　第２回事業者選定委員会委員報酬の支出について
16,565

港湾局 監理調整担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 報償費　報償金 野鳥園臨港緑地用　第２回事業者選定委員会委員報酬の支出について
16,745

港湾局 監理調整担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 報償費　報償金 野鳥園臨港緑地用　第１回事業者選定委員会委員報酬の支出について
19,265

港湾局 監理調整担当 平成26年11月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 「野鳥園臨港緑地干潟・湿地環境保全事業委託」事業者選定委員会にかかる近畿大学生物理工学部への出張経費の支出について（事務連絡用）
5,440

港湾局 監理調整担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 もと大阪南港魚つり園用１０月分水道代の支出について
17,262

港湾局 監理調整担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 野鳥園臨港緑地用１０月分水道代の支出について
3,039

港湾局 監理調整担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 もと大阪南港魚つり園用１０月分水道代の支出について
33,384

港湾局 監理調整担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 野鳥園臨港緑地用１０月分水道代の支出について
4,864

港湾局 監理調整担当 平成26年11月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 近接地出張交通費の支出について　10月分　港湾管理一元化関係業務用
3,434

港湾局 監理調整担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 大阪南港野鳥園緑地清掃業務委託経費の支出について（緑地清掃用　第２四半期）
364,500

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
232,776

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
939

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
1,434

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
4,257,689

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
239,926

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
372

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
195,443

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
401,598
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会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
1,328

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
483,779

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
1,879

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
716,131

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
676,052

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
612,963

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
290,104

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
469,927

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
3,856

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
432,443

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
557,553

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
500,982

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
301,774

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
535,130

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
799,972

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
315,450

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
573,994

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
910,714

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
262,646

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
2,409,687

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
745

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
1,522

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
170,514

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
12,951

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
420,410

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
571,341

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
2,753,971

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
1,555

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
8,545,269

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
134,290

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
740,730

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
80,126

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
472,240

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
1,260,398

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
755,771

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
7,971

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
719,035

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
180,087

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
1,000,722

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
868,947

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
958,441

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
10,300,207

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
2,883

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
939

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
745

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
25,023

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
2,689

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
101,024
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会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
94,063

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
105,311

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
121,125

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
188,233

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
3,668

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
1,556,863

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
9,168,820

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
1,328

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
1,472

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
259,401

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
1,522

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
303,943

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
745

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市証紙条例の廃止に伴う未使用証紙に係る還付金の支出について
2,000

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
9,473

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
5,468

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
246,333

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
94,343

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
153,586

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
20,293

会計室 会計企画担当 平成26年11月04日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
3,777,467

会計室 会計企画担当 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　普通旅費 平成２６年度指定都市会計管理者会議の参加経費の支出について（平成２６年１１月６日）
35,800

会計室 会計企画担当 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 委託料　委託料 大阪市公金収入報告書電子計算機処理業務委託料（第２四半期）の支出について
81,728,792

会計室 会計企画担当 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 負担金、補助及交付金　会費 会計事務用平成２６年度指定都市会計管理者会議への出席に係る会費の支出について
6,000

会計室 会計企画担当 平成26年11月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線４群）料金（10月請求分）の支出について
45,338

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
771

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
30,501

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,118,928

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,030

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,452,691

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
2,880

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,176,104

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
2,203,648

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,076

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,175,210

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
984,366

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
2,448

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,836

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,216

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,002

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,224

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,615,132

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
6,862

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,715,283

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
199,181

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
379

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
2,448

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
824,714
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会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
2,351,149

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,388,132

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
3,237

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
2,006

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,836

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
2,363,956

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,391,924

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
2,165,511

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,013

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
6,211

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
5,241,787

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
681

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
5,142

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
9,849

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
2,911,404

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
775

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
545,830

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
11,402,167

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
869

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
184,629

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,249,025

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
768,820

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
13,393

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,083,199

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
710,336

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
775,756

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
669,336

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
19,461

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,224

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
172,034

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
19,783

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,961,552

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
15,680

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
4,256,849

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
818,925

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（10月請求分）の支出について
2,703

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（10月請求分）の支出について
2,768

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
99,109

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
2,002,289

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
21,173

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
2,785

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
105,992

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
69,077

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
6,585

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
111,312

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
301,036

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
215,029

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,216,346
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会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
2,951,013

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,653,756

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
5,779,316

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
5,433,451

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
18,391

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
2,475,293

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
3,010,520

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（10月請求分）の支出について
48,213

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
7,277,412

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
25,695

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
513,345

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
104,847

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
7,458

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
3,490

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
2,387

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
62,594

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
17,545

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
24,463,491

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
10,710

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
144,339

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,309,857

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
452,156

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
379

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
7,184,601

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（10月請求分）の支出について
21,388

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
379

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
14,330

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
9,588

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
92,571

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
868

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
3,050

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
27,070

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
3,492

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
135,949

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
214,000

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
379

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
787,661

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
166,121

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,017,626

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,437

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
379

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
4,338

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,940,915

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
126,418

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,448

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
471

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,046

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,856
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会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
5,139

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
21,553

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,984

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
80,506

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
2,448

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
366,878

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
15,271,193

会計室 会計企画担当 平成26年11月10日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
2,216

会計室 会計企画担当 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　普通旅費 公会計制度改革シンポジウム２０１４にかかる出張経費の支出について（平成２６年１１月１２日）
57,000

会計室 会計企画担当 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
10,246

会計室 会計企画担当 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
2,230

会計室 会計企画担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 コピー代金の経費の支出について（会計事務用　１０月分）
48,799

会計室 会計企画担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式借入に係る経費の支出について（会計事務用　10月分）
5,340

会計室 会計企画担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る経費の支出について（会計事務用　10月分）
81,452

会計室 会計企画担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費に係る支出について（会計事務用　10月分）
24,360

会計室 会計企画担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線１群）料金（11月請求分）の支出について
11,229

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
6,732

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
3,519,175

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
71,004

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　普通旅費 会計事務用市内等出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
26,888

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（会計事務用　１０月分）
5,822

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 財務会計システム用サーバ機等一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（10月分）
2,698,423

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
17,388

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
5,854

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
55,746

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
198,840

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
218,355

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
194,548

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
217,814

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
135,567

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
13,677

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
133,406

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
192,147

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
199,677

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
117,714

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
161,543

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
172,886

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
213,486

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
186,711

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
114,465

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
192,551

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
903,618

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
56,032

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
58,523

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
429,468



平成26年度（平成26年11月）　公金支出情報

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

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
9,719,812

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
750,616

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
2,777,828

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
13,299

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
3,240

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
170,741

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
490,573

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
592,441

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
424,889

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
400,645

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
682,827

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
1,697,955

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
600,955

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
598,968

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
255,361

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
7,317

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
902,359

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
881,281

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
5,207,577

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
708,047

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
1,968

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
116,091

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
43,359

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
10,476

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
4,667

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
3,240

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
11,646

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
3,240

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
70,465

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
7,503

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
36,845

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
62,375

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
2,342,930

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
1,410,226

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
8,870,984

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
2,713,045

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
4,764,652

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
20,967,964

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
19,877

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
3,078

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
6,953,898

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
13,942

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
83,085

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
47,867
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会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
1,026

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
979,549

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
337,503

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
58,060

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
962,302

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
3,240

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
18,199

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
233,261

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
21,229

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
767,446

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
2,814

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
209,713

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
957,225

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
4,860

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
9,720

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
36,747

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
311,279

会計室 会計企画担当 平成26年11月21日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（10月分）の支出について
8,260,816

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
13,598

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
14,513

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
489,131

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
244,359

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
404,634

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
281

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
773

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
3,275

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
240,150

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
271,460

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
22

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
234,315

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
432,922

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
258,484

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
329,775

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
224,350

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
241,575

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
379,784

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
383,467

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
1,069

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
255,799

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
18,759

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
234,807

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
403,297

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
283,394

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
243,846

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
30,674

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
83
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会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
375

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
11,960

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
3,075

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
216

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
24,801

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
10,249

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
20,894

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
424

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
126

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
424

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
3,095

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
12,858

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
1,810

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
351

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
30

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
174

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
73

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
8,911

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
1,135

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
39,991

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
14,558

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
28

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
190

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
46

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
38

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
2,971

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
414

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
6,925

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
120

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
3,631

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
360

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
45,770

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
1,394

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
56,028

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
25

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
731

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
25

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
410

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
198

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
27,899

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
1,788

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
16

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
6,783

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
123,102

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
64

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
2,664

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
2,432

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
950
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会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（10月分）の支出について
46,270

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
107

会計室 会計企画担当 平成26年11月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（10月分）の支出について
164

会計室 会計企画担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 現行日本法規外１点の買入れ経費の支出について（会計事務用）
137,920

会計室 会計管理担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　手数料 振替取扱手数料の支出について（１０月分）
4,751,261

北区役所 総務課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所事務用ケーブルテレビ利用料の支出について（９月分）
3,780

北区役所 総務課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
3,330

北区役所 総務課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,230

北区役所 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（１０月分）
1,763

北区役所 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
3,024

北区役所 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
164

北区役所 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（１０月分）
106

北区役所 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（１０月分）
34

北区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用消耗品（ダンボールほか１１点）購入経費の支出について
84,144

北区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持管理用　北区役所敷地内低木剪定及び病害虫防除業務委託経費の支出について
50,760

北区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内等出張交通費の支出について（９月分）
21,860

北区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
4,100

北区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 各種事務用市内等出張交通費の支出について（９月分）
360

北区役所 総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市北区役所庁舎機械警備業務委託長期継続にかかる経費の支出について（１０月分）
8,164

北区役所 総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所自動体外式除細動器等長期借入経費の支出について（１０月分）
5,724

北区役所 総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所庁舎維持管理用玄関マット及びエレベータマット借入にかかる経費の支出について（１０月分）
14,340

北区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度北区役所接遇研修にかかる講師謝礼の支出について
189,460

北区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（１０月分）
147,813

北区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（１０月分）
140,312

北区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（１０月分）
165,364

北区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託（９月分）にかかる差押債権取立金の振込みについて
117,825

北区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（１０月分）
387,000

北区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所視覚障がい者用点字ディスプレイ等長期借入経費の支出について（１０月分）
17,733

北区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン（北区役所）機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
28,728

北区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（北区役所）一式　長期借入経費の支出について（１０月分）
197,951

北区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（１０月分）
10,001

北区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（１０月分）
8,938

北区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託（９月分）にかかる差押債権取立金の振込みについて
280

北区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（１０月分）
2,873

北区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（１０月分）
3,214

北区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託（９月分）にかかる差押債権取立金の振込みについて
90

北区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料の支出について（１０月分）
316,899

北区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内情報利用パソコンリモートコントロール用モバイル端末にかかる回線使用料の支出について（１０月分）
485

北区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料の支出について（１０月分）
18,625

北区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料の支出について（１０月分）
5,986

北区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策職員住宅賃料及び共益費の支出について（１２月分）
115,500

北区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度北区役所先進事例・職員改善提案研修にかかる講師謝礼の支出について
28,000

北区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内等出張交通費の支出について（１０月分）
23,500

北区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（１０月分）北区役所運営事務費・選挙・統計　＜機械番号３８０５３７＞
1,892

北区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（１０月分）北区役所運営事務費・選挙・統計　＜機械番号３８０５３７＞
21,171

北区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（１０月分）北区役所運営事務費・統計　＜機械番号３８０５８３＞
16,358

北区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（１０月分）北区役所運営事務費・統計　＜機械番号３８０５８３＞
19,111

北区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 区庁舎設備維持用　北区役所庁内無線LAN設備の機器故障に伴う機器設定作業の実施経費の支出について
19,980
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北区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北区役所情報通信設備用回線使用料・プロバイダ料の支出について（１０月分）
8,856

北区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
1,510

北区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（１０月分）
9,922

北区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（１０月分）北区役所運営事務費・選挙・統計　＜機械番号３８０５３７＞
218

北区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（１０月分）北区役所運営事務費・統計　＜機械番号３８０５８３＞
15

北区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
1,394

北区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成２６年経済センサス‐基礎調査にかかる統計事務郵送料の支出について（１０月分）
1,649

北区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 各種事務用市内等出張交通費の支出について（１０月分）
360

北区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（１０月分）北区役所運営事務費・選挙・統計　＜機械番号３８０５３７＞
953

北区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
1,382

北区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
5,248

北区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（１０月分）
599

北区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（１０月分）
192

北区役所 戸籍登録課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市北区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
4,374,865

北区役所 戸籍登録課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市北区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
463,514

北区役所 戸籍登録課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍登録課事務用コピー複写経費の支出について（１０月分）
23,941

北区役所 戸籍登録課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録課後納郵便料金（平成２６年１０月分）の支出について
130,425

北区役所 戸籍登録課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 戸籍登録課後納郵便料金（平成２６年１０月分）の支出について
13,386

北区役所 住民自治課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 地域防災対策事業にかかる備蓄物資用物置の買入経費の支出について
108,000

北区役所 住民自治課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる地域防災リーダー装備品の買入経費の支出について
380,095

北区役所 住民自治課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる備蓄物資用スチール棚ほか３点（北区役所）の買入経費の支出について
734,400

北区役所 住民自治課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民自治課事務用コピー複写経費の支出について（10月分）
8,131

北区役所 住民自治課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる消耗品の買入経費の支出について
230,688

北区役所 住民自治課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域防災対策事業にかかる防災啓発品梱包業務委託料の支出について
35,802

北区役所 住民自治課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策事業用携帯電話料金の支出について（１０月分）
5,383

北区役所 住民自治課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（11/4、11/6、11/7、11/8分）
1,548

北区役所 住民自治課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる消耗品の買入経費の支出について
20,541

北区役所 住民自治課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（11/4、11/6、11/7、11/8分）
612

北区役所 住民自治課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（11/4、11/6、11/7、11/8分）
1,130

北区役所 住民自治課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民自治課事務用後納郵便料金の支出について（10月分）
3,590

北区役所 住民自治課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（11/4、11/6、11/7、11/8分）
7,200

北区役所 福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区子育て支援ルーム運営にかかる物品購入経費の支出について
35,278

北区役所 福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉課業務用消耗品（ゴム印）購入経費の支出について
15,724

北区役所 福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額介護サービス費の支出について（平成２６年１０月６日分）
9,300

北区役所 福祉課 平成26年11月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険業務にかかる市内出張交通費の支出について(8月分)
480

北区役所 福祉課 平成26年11月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

北区役所 福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品事業資金（通常保育用）１１月分の支出について
30,000

北区役所 福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
381,696

北区役所 福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区子育て支援ルーム用玩具マーカー外９点購入経費の支出について
101,520

北区役所 福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
283,801

北区役所 福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所消耗品事業資金（特別保育用）１１月分の支出について
10,000

北区役所 福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区福祉課事務用住宅地図外１点購入経費の支出について
17,301

北区役所 福祉課 平成26年11月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 後見人等の報酬助成にかかる費用の支出について
234,000

北区役所 福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区子育て支援ルーム用大型玩具購入経費の支出について
50,000

北区役所 福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業に係る支出について
300,000

北区役所 福祉課 平成26年11月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険認定審査会事務用コピー複写機経費の支出について（１０月分）
4,215

北区役所 福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 北区知的障がい者相談員事業における報償金の支出について（4月～9月分）
22,800

北区役所 福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 北区身体障がい者相談員事業における報償金の支出について（4月～9月分）
45,600
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北区役所 福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所用賄材料費　１１月分の支出について
1,068,920

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
246

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 総合福祉システム端末操作研修にかかる出張旅費の支出について（１０月分）
2,220

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 療育手帳更新面接にかかる出張旅費の支出について（１０月分）
780

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
37,168

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
174

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
19,261

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
82

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度重度障がい者医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年１０月請求分①）
126,872

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度重度障がい者医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年１０月請求分②）
283,510

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度重度障がい者（食事・生活療養費）医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年１０月請求分）
47,320

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度重度障がい者（食事・生活療養費）医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年１０月請求分①）
388,180

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度重度障がい者医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年１０月請求分）
632,100

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度重度障がい者（食事・生活療養費）医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年１０月請求分②）
523,920

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
1,284,695

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
1,566

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
3,116

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
3,055

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
602

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度老人医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年１０月請求分②）
383,414

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度老人医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年１０月請求分①）
78,390

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度老人医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年１０月請求分）
194,005

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
1,839

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 子育て支援業務にかかる出張旅費の支出について（１０月分）
720

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事業にかかるコピー代金の支出について（１０月分）
20,000

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
21,084

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
842

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
1,194

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
356,428

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
38,499

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託契約にかかる経費の支出について（ぬくもりのおうち　保育ママ）10月分
485,700

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託契約にかかる経費の支出について（保育ママ　梅田ひまわり園）10月分
1,160,820

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業の業務委託契約にかかる経費の支出について（フェアリールーム）10月分
1,989,280

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年１０月請求分）
506,795

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年１０月請求分②）
382,691

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年１０月請求分）
194,473

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当業務用児童手当給付費未支給分の支出について（区支出）
100,000

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事業にかかるコピー代金の支出について（１０月分）
2,682

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
43,129

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
49,837

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年１０月請求分②）
20,957

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年１０月請求分①）
6,317

北区役所 福祉課 平成26年11月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
44,519

北区役所 福祉課 平成26年11月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
798

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
115,876

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 成年後見（高齢）申立てにかかる出張旅費の支出について（１０月分）
1,450

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 高齢者虐待ケース対応にかかる出張旅費の支出について（１０月分）
1,820

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事業にかかるコピー代金の支出について（１０月分）
10,000
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北区役所 福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
1,192

北区役所 福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
1,706

北区役所 政策企画課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所広報紙「わがまち北区」全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（10月号分）
647,263

北区役所 政策企画課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所窓口案内業務従事者派遣（長期継続）契約にかかる経費の支出について（平成２６年度１０月分）
234,900

北区役所 政策企画課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策企画課事務用　住宅地図購入経費の支出について
13,608

北区役所 政策企画課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策企画課事務用　事務用品等購入経費の支出について　（ふせん　外31点）
74,048

北区役所 政策企画課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 北区役所広報紙「わがまち北区」企画編集及び印刷業務委託（平成26年５月号～平成27年４月号）（概算契約）にかかる経費の支出について（１１月号分）
721,504

北区役所 政策企画課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画課事務用　後納郵便料金の支出について（10月分）
2,844

北区役所 保険年金課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度１１月分の窓口還付金の資金前渡について（歳出・一般分）
70,000

北区役所 保険年金課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度１１月分の窓口還付金の資金前渡について（歳出・退職分）
10,000

北区役所 保険年金課 平成26年11月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（２６年１０月審査分　口座不能分）
35,152

北区役所 保険年金課 平成26年11月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて（１０月－２　歳出・一般分）
513,331

北区役所 保険年金課 平成26年11月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（２６年１０月審査分　口座不能分）
29,218

北区役所 保険年金課 平成26年11月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（２６年１０月審査分　口座不能分）
50,000

北区役所 保険年金課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 北区役所保険年金課一般事務用消耗品（油性ボールペン外２０点）購入経費の支出について
27,075

北区役所 保険年金課 平成26年11月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 北区役所保険年金課一般事務用消耗品（油性ボールペン外２０点）購入経費の支出について
73,098

北区役所 保険年金課 平成26年11月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険給付費返還金過誤納付に対する還付について
4,480

北区役所 保険年金課 平成26年11月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金課事務用コピー複写経費の支出について（１０月分）
23,195

北区役所 保険年金課 平成26年11月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 北区役所保険年金課一般事務用消耗品（封筒外５点）購入経費の支出について
28,960

北区役所 保険年金課 平成26年11月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて（１１月－１　歳出・一般分）
247,750

北区役所 保険年金課 平成26年11月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費経費の支出について（２６年１１月審査分　一般）
1,266,709

北区役所 保険年金課 平成26年11月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（２６年１１月審査分）
550,000

北区役所 保険年金課 平成26年11月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費経費の支出について（２６年１１月審査分　退職）
950

北区役所 保険年金課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２６年１０月分）の支出について
5,412

北区役所 保険年金課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２６年１０月分）の支出について
5,399,783

北区役所 保険年金課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２６年１０月分）の支出について
1,039,672

北区役所 保険年金課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（２６年１０月審査分　口座不能分）
11,760

北区役所 保険年金課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて（１１月－２　歳出・一般分）
144,360

北区役所 保険年金課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて（１１月－３　歳出・一般分）
231,022

北区役所 保険年金課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２６年１０月分）の支出について
150,259

北区役所 保険年金課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２６年１０月分）の支出について
81,171

北区役所 魅力創造課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 魅力創造課事務用事務用品の購入経費の支出について
36,288

北区役所 魅力創造課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 魅力向上事業用啓発物品作成経費の支出について
171,720

北区役所 魅力創造課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 北区子どもふれあい映画会周知チラシ及びポスターにかかる作成経費の支出について
28,080

北区役所 魅力創造課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入れにかかる経費（１０月分）の支出について（北区魅力向上事業・北区緑化推進事業・北区学習活動支援事業・青少年健全育成事業・運営事務費）
2,142

北区役所 魅力創造課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入れにかかる経費（１０月分）の支出について（北区魅力向上事業・北区緑化推進事業・北区学習活動支援事業・青少年健全育成事業・運営事務費）
1,200

北区役所 魅力創造課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入れにかかる経費（１０月分）の支出について（北区魅力向上事業・北区緑化推進事業・北区学習活動支援事業・青少年健全育成事業・運営事務費）
466

北区役所 魅力創造課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入れにかかる経費（１０月分）の支出について（北区魅力向上事業・北区緑化推進事業・北区学習活動支援事業・青少年健全育成事業・運営事務費）
2,564

北区役所 魅力創造課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入れにかかる経費（１０月分）の支出について（北区魅力向上事業・北区緑化推進事業・北区学習活動支援事業・青少年健全育成事業・運営事務費）
1,248

北区役所 魅力創造課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金への繰入れにかかる経費（１０月分）の支出について（北区魅力向上事業・北区緑化推進事業・北区学習活動支援事業・青少年健全育成事業・運営事務費）
2,160

北区役所 魅力創造課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 魅力向上事業発行物（北区フリーペーパー「つひまぶ」）発行にかかる実行委員会分担金の支出について
350,000

北区役所 魅力創造課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度歴史まち歩き講座「北区ぶらぶらAUTUMN」第２回の実施にかかる講師謝礼の支出について
15,000

北区役所 魅力創造課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 魅力創造課　事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
1,630

北区役所 魅力創造課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 魅力創造課　事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
1,968

北区役所 健康課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 健康増進事業用　地域健康講座（壮年）なるほどウォーキング講座９月１８日開催分　出席講師報償金の支出について（組み戻し処理に伴う再支出）
7,722

北区役所 健康課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 北区保健福祉センター公用車定期車検及び付帯修繕作業経費の支出について
51,570

北区役所 健康課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月２０日から１０月３１日支払分）
7,260

北区役所 健康課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月２０日から１０月３１日支払分）
7,341
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北区役所 健康課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月２０日から１０月３１日支払分）
1,836

北区役所 健康課 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月２０日から１０月３１日支払分）
7,727

北区役所 健康課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成26年度BCG接種にかかる医師報償金の支出について(10月分)
49,780

北区役所 健康課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 健康増進事業用　地域健康講座（なるほどウォーキング講座）９月２５日実施分　報償金の支払いについて
8,920

北区役所 健康課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 健康増進事業用　地域健康講座（なるほどウォーキング講座）１０月９日実施分　報償金の支払いについて
8,600

北区役所 健康課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（１０月分）の支出について
99,560

北区役所 健康課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（１０月分）の支出について
74,670

北区役所 健康課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（１０月分）の支出について
74,670

北区役所 健康課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（１０月分）の支出について
24,890

北区役所 健康課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（１０月分）の支出について
205,730

北区役所 健康課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防事業用　健康づくり展げる講座（はつらつ脳活性化サポーター養成講座）9月分講師報償金の支出について
30,540

北区役所 健康課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業に係る報償金の支払いについて（１０月分）
333,834

北区役所 健康課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康課事務用　コピー複写経費の支出について（１０月分）
27,365

北区役所 健康課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１０月分）
1,210

北区役所 健康課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１０月分）
1,394

北区役所 健康課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１０月分）
584

北区役所 健康課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１０月分）
1,394

北区役所 健康課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１０月分）
1,148

北区役所 健康課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１０月分）
492

北区役所 健康課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１０月分）
4,260

北区役所 健康課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１０月分）
984

北区役所 健康課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１０月分）
222

北区役所 健康課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１０月分）
2,670

北区役所 健康課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１０月分）
1,746

北区役所 健康課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１０月分）
492

北区役所 健康課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１０月分）
13,587

北区役所 健康課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１０月分）
15,325

北区役所 健康課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１０月分）
14,772

北区役所 生活支援課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活困窮者自立支援制度ワーキンググループにかかる普通旅費の支出について（平成２６年８～９月分）
1,080

北区役所 生活支援課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助の支出について（オムツ　５件№９４９～９５３）
93,040

北区役所 生活支援課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助の支出について（治療材料　№９４０～９４８）
261,482

北区役所 生活支援課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助の支出について（移送費　１件№９５４）
720

北区役所 生活支援課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助の支出について（１８件№９２２～９３９）
81,970

北区役所 生活支援課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助の支出について（１件№９５５）
213,220

北区役所 生活支援課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（中学校９月分）
88,667

北区役所 生活支援課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助の支出について（オムツ　１１件№９８４～９９５）
170,581

北区役所 生活支援課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（５件№９５６～９６０）
38,979

北区役所 生活支援課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助の支出について（治療材料５件　№９９６～１０００）
110,769

北区役所 生活支援課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助の支出について（６件№１００１～１００６）
63,640

北区役所 生活支援課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（№１０１８）
85,380

北区役所 生活支援課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ３件No.１０１９～１０２１）
35,411

北区役所 生活支援課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ１３件　No.９６４～９７６）
126,218

北区役所 生活支援課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助の支出について（７件№１０１１～１０１７）
45,820

北区役所 生活支援課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助の支出について（治療材料　４件№１００７～１０１０）
82,161

北区役所 生活支援課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる９月分市内出張交通費（近接地を含む）の支出について
6,940

北区役所 生活支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送費７件　No.９７７～９８３）
3,720

北区役所 生活支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送費２件　No.９６１～９６２）
12,620

北区役所 生活支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
26,623
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北区役所 生活支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２６年１２月分）
17,000,000

北区役所 生活支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２６年１２月分）
8,000,000

北区役所 生活支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（中学校１０月分）
200,700

北区役所 生活支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２６年１２月分）
200,000

北区役所 生活支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２６年１２月分）
150,000

北区役所 生活支援課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２６年１１月分）（追加）
254,322

北区役所 生活支援課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（小学校１０月分）
290,163

北区役所 生活支援課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
989

北区役所 生活支援課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ１２件No.１０２２～１０３３）
151,884

北区役所 生活支援課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ１件No.１０３４）
12,600

北区役所 生活支援課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助の支出について（治療材料　１０件№１０４６～１０５５）
206,520

北区役所 生活支援課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助の支出について（１４件№１０５６～１０６９）
50,620

北区役所 生活支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課事務用コピー複写経費の支出について（１０月分）
20,212

北区役所 生活支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務にかかる郵便料（１０月分）の支出について
323,573

北区役所 生活支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務にかかる郵便料（９月分）の支出について
273,480

北区役所 生活支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助の支出について（オムツ　２４件№１０７０～１０９２）
359,933

北区役所 生活支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（№１０３８）
3,456

北区役所 生活支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送費１件　No.１０３７）
2,880

北区役所 生活支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助の支出について（７件Ｎｏ．１０３９～１０４５）
1,531,074

都島区役所 総務課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所運営事務用タクシー代の支出について（立替払い）
25,680

都島区役所 総務課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 都島区災害対策住宅用電話回線使用料の支出について（９月分）
3,038

都島区役所 総務課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 外国人観光客誘致による京橋地域の活性化のためのロゴマークデザイン及びポスター等作成業務委託に伴う受託者選定委員にかかる報償金の支出について
32,650

都島区役所 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所庁舎屋外用日本国旗外１点の購入経費の支出について
25,056

都島区役所 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 都島区役所身体障がい者用トイレ天井扇取替え工事の支出について
29,592

都島区役所 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度新聞未購読世帯への都島区広報紙「広報みやこじま」の配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成26年10月号分）
91,627

都島区役所 総務課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 「区長タウンミーティング～龍生と話そう～」（区長と区民の対話）実施にかかる会館使用料の支出について
3,000

都島区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度都島区広報紙「広報みやこじま」点字版製作業務にかかる経費の支出について（平成26年11月号分）
25,272

都島区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＩＴ基盤整備事業用広報紙編集用PCの長期借入及び同経費の支出について（平成26年10月分）
6,048

都島区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（都島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成26年10月分）
152,342

都島区役所 総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
16,256

都島区役所 総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
1,701

都島区役所 総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
1,392

都島区役所 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 ＩＴ基盤整備事業用広報紙編集用PCの保守委託及び同経費の支出について（平成26年10月分）
3,960

都島区役所 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内リモコンシステムに係る専用ソフトウェア使用料の支出について（平成26年10月分）
1,080

都島区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 都島区災害対策用職員住宅什器借入費用の支出について（10月分）
9,846

都島区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務参考用「大阪日日新聞」の購入経費の支出について（７～９月分）
6,150

都島区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務参考用「産経新聞」の購入経費の支出について（７～９月分）
12,111

都島区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務参考用「読売新聞」の購入経費の支出について（７～９月分）
12,111

都島区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務参考用「朝日新聞」の購入経費の支出について（７～９月分）
12,111

都島区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 都島区の広報紙（平成26年5月号～平成27年4月号）概算印刷にかかる経費の支出について（平成26年11月号分）
926,251

都島区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービル維持管理用清掃業務委託料の支出について（10月分）
67,453

都島区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用機械警備業務委託料の支出について（10月分）
34,560

都島区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度都島区情報発信充実強化事業の実施にかかる業務委託経費の支出について（平成26年4月～9月分）
1,242,000

都島区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用清掃業務委託料の支出について（10月分）
241,920

都島区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用自動ドア保守点検業務委託料の支出について（上半期分）
81,000

都島区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（９月分）
5,072

都島区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用一般廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（10月分）
5,132

都島区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直用寝具使用料の支出について（10月分）
9,936
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都島区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 自動体外式除細動器（AED）長期借入費用の支出について（10月分）
10,920

都島区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 生活支援担当事務用コピー機付属機器使用料の支出について（10月分）
2,160

都島区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 都島区災害対策職員住宅賃料・共益費の支出について（１２月分）
120,000

都島区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（分館）事務用コピー代の支出について（10月分）
21,833

都島区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー代の支出について（10月分）
20,492

都島区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（10月分）
39,601

都島区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（10月分）
18,896

都島区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口案内用タブレット端末にかかる通信料の支出について（平成26年10月分）
4,354

都島区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内リモコンシステムに係る端末使用料の支出について（平成26年10月分）
4,323

都島区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区民意識 調査・検討業務 第2回企画選定委員会にかかる報償金の支出について
50,315

都島区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 都島区役所広報紙新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成26年11月号分）
659,599

都島区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年９月分各課事務用・研修用市内出張交通費の支出について（追加分）
1,800

都島区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（10月分）
270,475

都島区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（10月分）
16,439

都島区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政会議等動画配信にかかる通信料の支出について（平成26年10月分）
4,716

都島区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴ基盤整備事業用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年10月分）
6,912

都島区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（10月分）
1,869

都島区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（10月分）
748

都島区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴ基盤整備事業用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年10月分）
4,860

都島区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（10月分）
400

都島区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（10月分）
10,550

都島区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービル管理業務委託料の支出について（10月分）
385,379

都島区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＩＴ基盤整備事業用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年10月分）
540

都島区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＩＴ基盤整備事業用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年10月分）
270

都島区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（10月分）
16,147

都島区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 任用事務用職員採用試験実施にかかる試験官交通費の支出について
760

都島区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（10月分）
5,084

都島区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 使用料及賃借料　使用料 選挙啓発用テント外３点の借入及び同経費の支出について
24,090

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ネパール中学生とのWeb交流事業にかかるファシリテーター謝礼の支払いについて
5,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域と区役所の防災力向上事業用職員防災服等の購入経費の支出について
238,377

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 クリーン３大作戦事業用水性つや有ペイント他６点の購入経費の支出について
46,515

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 第40回都島区民まつりにおけるテント等使用料の支出について
14,300

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 第40回都島区民まつりにおけるテント等使用料の支出について
29,700

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 路上喫煙防止のぼりの作成経費の支出について
59,400

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 路上喫煙防止ポケットティッシュの作成経費の支出について
368,496

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 路上喫煙対策事業用両面テープ他４点の購入経費の支出について
53,580

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 路上喫煙防止ポスター・チラシの作成経費の支出について
159,840

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「平成26年度大阪市都島区における新たな地域コミュニティ支援事業」業務委託にかかる経費の支出について（平成26年度上半期分）
7,182,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ネパール中学生とのWeb交流事業にかかるファシリテーター謝礼の支払いについて
10,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度小学生やる気アップ学習支援事業にかかる業務委託料の支出について
3,171,440

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ネパール中学生とのWeb交流事業にかかるファシリテーター謝礼の支払いについて
5,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
3,648

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
272

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業用自転車前カゴひったくり防止カバーの購入経費の支出について
78,300

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域と区役所の防災力向上事業用使い捨てベスト外2点の購入経費の支出について
243,799

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
12,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
1,320

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
690



平成26年度（平成26年11月）　公金支出情報

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

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ネパール中学生とのWeb交流事業第1回Web交流にかかる通訳ボランティア謝礼（交通費）の支払いについて
1,069

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「ネパール中学生とのWeb交流事業」第2回Web交流にかかる通訳ボランティア謝礼（交通費）の支払いについて
1,603

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 人権週間事業周知用チラシ・ポスター作成にかかる経費の支出について
89,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域と区役所の防災力向上事業用地域防災リーダー活動にかかる損害保険料の支出について
1,800

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 第40回都島区民まつりにおけるテント等使用料の支出について
12,100

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度都島区市民企画公募事業（前期）における講師謝礼金の支払いについて（桜宮幼稚園）
12,900

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト用携帯電話使用料の支出について（10月分）
5,775

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域と区役所の防災力向上事業用ＰＨＳ回線使用料の支出について（10月分）
9,695

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
164

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
82

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
104

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
82

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
530

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
1,400

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
82

都島区役所 まちづくり推進課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 都島区における夜間の青色防犯パトロール業務委託料の支出について（10月分）
152,820

都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費負担金の支出について（平成２６年１１月分）
100,000

都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費負担金の支出について（平成２６年１１月分）
450,000

都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡　国民健康保険料窓口支払用還付資金11月分の支出について（歳出一般）
70,000

都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡　国民健康保険料窓口支払用還付資金11月分の支出について（歳出退職）
30,000

都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
454,802

都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
56,926

都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出　一般　11月）
377,647

都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出　退職　11月）
5

都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 第67回全国連合戸籍住民基本台帳事務協議会会長表彰にかかる管外出張について
29,240

都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託料(9月分)の支出について
2,741,040

都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出　一般　11月）
148,654

都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内等出張交通費の支出について（11月支給分）
1,800

都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内等出張交通費の支出について（11月支給分）
1,800

都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内等出張交通費の支出について（11月支給分）
4,200

都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
9,048

都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
1,680

都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内等出張交通費の支出について（9月分）
900

都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内等出張交通費の支出について（9月分）
1,640

都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月20日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内等出張交通費の支出について（9月分）
300

都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外2点の買入及び同経費の支出について
40,824

都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外2点の買入及び同経費の支出について
11,340

都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外2点の買入及び同経費の支出について
55,836

都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
966,630

都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
5,978

都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険の葬祭費負担金の支出について
600,000

都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険の出産育児一時金負担金の支出について
995,690

都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出　一般　11月）
110,715

都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課(住民情報)事務用郵便料金後納料の支出について(10月分)
95,210

都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（１０月分）
11,200

都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課(住民情報)事務用郵便料金後納料の支出について(10月分)
36,666

都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー代金の支出について（１０月分）
21,364

都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（１０月分）
4,367,465
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都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（１０月分）
55,577

都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険管理担当）事務用郵便料金後納料の支出について（１０月分）
1,227,521

都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（１０月分）
123,200

都島区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（１０月分）
67,884

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成事業にかかる医療費の支出について
1,380,570

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業にかかる医療費の支出について
291,783

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代９月分）の支出について
54,900

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代９月分）の支出について
2,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 第73回日本公衆衛生学会総会への出張について
100,320

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立御幸保育所にかかる消耗品費（特別保育用１１月分）の支出について
10,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立毛馬保育所および御幸保育所にかかる消耗品費（１１月分）の支出について
60,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４～７月分）
48,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
15,900

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４～７月分）
22,960

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種（BCG）事業従事医師にかかる報償金の支出について（10月分）
49,780

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（10月分）
31,190

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター（分館）事務用リサイクルトナー外21点の購入経費の支出について
33,879

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター（分館）事務用リサイクルトナー外21点の購入経費の支出について
6,091

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代９月分）の支出について
41,200

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１０月分）の支出について
8,900

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１０月分）の支出について
7,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（オムツ代８・９月分）の支出について
39,488

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１０月分）の支出について
3,500

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代９月分）の支出について
2,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代９月分）の支出について
61,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（引越し料１０月分）の支出について
66,960

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代９月分）の支出について
20,500

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ９月分）の支出について
9,218

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代９月分）の支出について
20,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代９月分）の支出について
24,900

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代８月分）の支出について
3,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代８・９月分）の支出について
22,190

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代９月分）の支出について
20,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（引越）の支出について
53,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代９月分）の支出について
12,820

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代８・９月分）の支出について
46,110

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（住宅改修費）の支出について
4,730

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具代）の支出について
2,160

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（住宅改修）の支出について
19,532

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（長期入院患者診療報酬９月分）の支出について
18,720

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料９月分）の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１０月分）の支出について
5,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
68,789

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
2,889

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
18,128
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都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代９・１０月分）の支出について
27,200

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（長期入院患者診療報酬９月分）の支出について
34,560

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
18,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
25,728

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料９月分）の支出について
1,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
45,797

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
167,220

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
213,220

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
216,220

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
272,816

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉センター（分館）事務用リサイクルトナー外21点の購入経費の支出について
14,429

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健福祉センター（分館）事務用リサイクルトナー外21点の購入経費の支出について
4,115

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
47,680

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
16,680

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
12,030

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
12,030

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
8,880

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
6,200

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
21,650

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（９月分）
4,440

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,105

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
24,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
21,370

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
23,836

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,320

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
23,851

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
18,230

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
7,745

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
24,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
15,080

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（９月分）
9,120

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用テンキー外９点の購入経費の支出について
21,060

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉普及啓発活動事業にかかる報償金の支出について
9,160

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員活動費（第2四半期分）の支払いについて
4,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（その他）１０月分の支出について
44,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
7,308

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
3,272

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
1,530

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
17,880

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）37号
100,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）３６－３号
6,780

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）３６－２号
9,000
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都島区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）３６－１号
198,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）40号
87,480

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
216,900

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
7,872

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
1,640

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
2,166

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
692

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
20,850

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
14,100

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
24,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
24,144

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,500

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（９月分）
540

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
15,548

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
16,080

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
10,326

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
23,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
38,420

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
14,100

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
15,980

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代９月分）の支出について
15,300

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
3,344

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
540

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
216

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
2,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
6,300

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代９月分）の支出について
1,288

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
3,280

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見市長審判請求にかかる診断書作成料の支出について
30,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１０月分）の支出について
4,320

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 マタニティセミナー助産師講師料の支出について（１０月分）
11,160

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域福祉コーディネート事業にかかる委託料の支出について（第２四半期分）
1,910,862

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
79,290

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
9,809

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
523,872

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
2,305

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
6,200

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）31－2号
127,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）41号
85,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）42号
25,700

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）44号
4,400
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都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）39号
125,050

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１０月分）の支出について
972

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２６年１２月分）
35,000,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１０月分）の支出について
6,300

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代９月分）の支出について
38,880

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（家財処分料）の支出について
39,960

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２６年１２月分）
15,000,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食・校外学習費１０月分）の支出について
102,848

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費１０月分）の支出について
4,494

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食１０月分）の支出について
85,500

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費１０月分）の支出について
74,186

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費１０月分）の支出について
47,980

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費１０月分）の支出について
90,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２６年１２月分）
400,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費１０月分）の支出について
17,300

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
42,758

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１０月分）の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
37,264

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（移送費９月分）の支出について
840

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２６年１２月分）
200,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
96,472

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１０月分）の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２６年１２月分）
1,000,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
214,596

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（医師）１０月分の支出について
423,130

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立毛馬保育所および御幸保育所にかかる賄材料費（１１月分）の支出について
1,217,170

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支払について（10月分）
74,970

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
20,305

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８～１１月分）
45,100

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
22,454

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
15,061

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
23,918

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
18,187

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
22,851

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８～１１月分）
34,164

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
22,880

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について　（第３四半期　NO3）
162,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 巡回母乳子育て教室助産師講師料の支出について（１０月分）
38,700

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（10月分）
634

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（10月分）
5,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（10月分）
2,927

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
24,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
21,683

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８～１１月分）
32,988

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（９～１１月分）
13,320

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８～１１月分）
35,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,800
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都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）38号
44,630

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８～１１月分）
26,260

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
10,930

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（９～１１月分）
26,700

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
23,280

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
19,330

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（10・11月分）
13,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
16,350

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
40,750

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
15,080

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８～１１月分）
35,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８～１１月分）
35,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８～１１月分）
36,460

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
43,030

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８～１１月分）
32,160

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８～１１月分）
33,854

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
15,050

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８～１１月分）
27,500

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８～１１月分）
33,360

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８～１１月分）
45,332

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
24,160

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８～１１月分）
45,948

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８～１１月分）
35,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８～１１月分）
35,466

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
24,380

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
42,200

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
35,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
13,078

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
15,284

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
22,880

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８～１１月分）
95,319

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
16,271

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（９月分）
8,900

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業に係る講師料の支出について（10月分）
10,320

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業に係る講師料の支出について（10月分）
10,320

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業（グループワーク）に係る講師料の支出について（10月分）
18,660

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（10月分）
25,811

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（第３四半期　N04）
159,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター分館事務用・研修用市内出張交通費の支出について（平成26年10月分）
3,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 母乳育児の推進事業用啓発ビラの作成経費の支出について
50,760

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（10月分）
1,568
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都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（10月分）
16,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（10月分）
49,714

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
16,544

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
14,968

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,560

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（10月分）
2,542

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（10月分）
1,262

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（10月分）
7,972

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修助成事業にかかる扶助金の支出について（第２号）
122,535

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修助成事業にかかる扶助金の支出について（第３号）
108,026

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護及び住宅手当措置事務用郵便料金後納料の支出について（１０月分）
1,626

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護事務用郵便料金後納料の支出について（１０月分）
25,082

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護及び住宅手当措置事務用郵便料金後納料の支出について（１０月分）
422,828

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代９・１０月分）の支出について
21,460

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１０月分）の支出について
20,600

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代９・１０月分）の支出について
41,200

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食・教材費１０月分）の支出について
92,055

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費１０月分）の支出について
59,400

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食・教材費１０月分）の支出について
66,093

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費９・１０月分）の支出について
24,526

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具代）の支出について
2,160

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（住宅改修費）の支出について
10,664

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
27,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
33,732

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
32,342

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
61,800

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
21,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
21,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（１０月分）
574

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（１０月分）
796

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（１０月分）
502

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（１０月分）
1,230

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（１０月分）
30,744

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉センター分館事務用・研修用市内出張交通費の支出について（平成26年10月分）
480

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（１０月分）
120

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（10月分）
4,000

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（１０月分）
2,795

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（10月分）
30,938

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（10月分）
473,763

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（10月分）
10,069

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（１０月分）
164

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度小規模保育事業（小規模保育）の委託料の支出について（小規模保育所　子ロバ乳児園　10月分）
2,157,280

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業の委託料の支出について（保育ママ桜の宮ベビーセンター　10月分）
1,213,750

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業委託料の支出について（保育ママエンジェルキッズ都島園　10月分）
635,170

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業の委託料の支出について（保育ママきらきらBaby都島園　10月分）
804,070

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業の委託料の支出について（保育ママきらきらBaby都島北通園　10月分）
976,510

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度小規模保育事業（小規模保育）の委託料の支出について（小規模保育所　あい・あい保育園桜ノ宮園　10月分）
579,780
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都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（10月分）
55,040

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（10月分）
58,667

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（１０月分）
14,524

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（10月分）
58,908

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費等の支出について（平成26年10月分）
600

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課介護保険事務用郵便料金後納料の支出について（10月分）
75,903

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課介護保険事務用コピー代の支出について（10月分）
5,298

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課介護保険事務用郵便料金後納料の支出について（10月分）
17,352

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（１０月分）
1,650

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（10月分）
1,936

都島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

福島区役所 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 庁舎維持管理用　福島区役所庁舎から排出する産業廃棄物処分手数料の支出について（平成26年10月分）
3,240

福島区役所 総務課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年10月分（3回目）　小口支払基金繰入金の支出について
648

福島区役所 総務課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年10月分（3回目）　小口支払基金繰入金の支出について
4,798

福島区役所 総務課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成26年10月分（3回目）　小口支払基金繰入金の支出について
1,000

福島区役所 総務課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分（3回目）　小口支払基金繰入金の支出について
468

福島区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年9月分　庁舎維持管理用産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について
6,966

福島区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業及び特別支援教育サポート事業に係る謝礼金の支出について(平成26年10月)
110,000

福島区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業及び特別支援教育サポート事業に係る謝礼金の支出について(平成26年10月)
127,000

福島区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年9月分　総務課用市内出張交通費の支出について
13,300

福島区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分　区役所事業用電話料金の支出について（機械警備分）
786

福島区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分　窓口サービス課・総務課用後納郵便料金の支出について
84,919

福島区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年10月分　大阪市福島区役所庁舎清掃業務委託長期継続経費の支出について（平成25年3月契約分）
475,200

福島区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年10月分　大阪市福島区役所庁舎機械警備業務委託長期継続経費の支出について（平成25年7月契約分）
36,288

福島区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年10月分　庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成26年3月31日～平成30年2月）
114,256

福島区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年10月分　庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成25年3月～平成29年2月）
15,941

福島区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年10月分　福島区役所庁内情報利用端末機等一式長期借入経費の支出について（平成25年3月～平成29年2月）
25,164

福島区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年10月分　福島区役所宿日直用寝具一式の借入経費の支出について
10,044

福島区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成２６年経済センサス‐基礎調査及び商業統計調査にかかる料金受取人払い後納郵便料金（１０月分）の支出について
1,164

福島区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年経済センサス-基礎調査及び平成26年商業統計調査及び平成26年度統計功労者市長感謝状贈呈事務にかかる後納郵便料金（１０月分）の支出について
10,713

福島区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務にかかる後納郵便料金（１０月分）の支出について
738

福島区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務にかかる後納郵便料金（１０月分）の支出について
2,542

福島区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年10月分　総務課用市内出張交通費の支出について
11,850

福島区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成26年度　福島区広報紙「広報ふくしま」印刷業務にかかる印刷製本費の支出について（平成26年5月号～平成27年4月号）11月分
247,757

福島区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区広報紙「広報ふくしま」企画編集にかかる委託料の支出について（平成26年5月号～平成27年4月号）11月分
113,400

福島区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 平成26年10月分　総務課用市内出張交通費の支出について
440

福島区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年10月分　区役所事業用コピー代金の支出について
91,657

福島区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年10月分　区役所事業用コピー代金の支出について
19,044

福島区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報紙用等郵送業務にかかる通信運搬費の支出について（10月分）
9,754

福島区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報紙用等郵送業務にかかる通信運搬費の支出について（10月分）
4,694

福島区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分　児童・高齢者虐待連絡用携帯電話料金の支出について
3,049

福島区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年10月分　庁舎維持管理用一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について
5,579

福島区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区広報紙「広報ふくしま」全戸配布業務にかかる委託料の支出について（平成26年4月号～平成27年3月号）11月号
327,857

福島区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 平成26年11月分　小口支払基金繰入金の支出について
358

福島区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年11月分　小口支払基金繰入金の支出について
10,400

福島区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成26年11月分　小口支払基金繰入金の支出について
1,500

福島区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　福島区役所接遇研修にかかる業務委託経費の支出について
162,000

福島区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成26年11月分　小口支払基金繰入金の支出について
82
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福島区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民モニター用郵送業務にかかる通信運搬費の支出について（１０月分）
16,694

福島区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 区政会議用議事録作成業務にかかる筆耕翻訳料の支出について
38,880

福島区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費支払準備金の支出について（11月分）
150,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支払準備金の支出について（11月分）
450,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金（一般分）平成26年11月分の支出について
100,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金（退職分）平成26年11月分の支出について
20,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年11月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険給付費返還金過誤納付分還付金の支出について
4,249

福島区役所 窓口サービス課 平成26年11月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険　葬祭費の支出について（10月分2回目・口座払）
200,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年11月12日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金口座払いの支出について
315,242

福島区役所 窓口サービス課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保険年金担当における交通費の支出について（平成２６年１０月分）
680

福島区役所 窓口サービス課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当における交通費の支出について（平成２６年１０月分）
120

福島区役所 窓口サービス課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 平成26年10月分　保険年金事業用コピー料金の支出について
6,864

福島区役所 窓口サービス課 平成26年11月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（11月分1回目･口座払）
250,930

福島区役所 窓口サービス課 平成26年11月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険　葬祭費の支出について（11月分1回目・口座払）
350,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年11月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険　出産育児一時金の支出について(11月分1回目・口座払)
420,000

福島区役所 窓口サービス課 平成26年11月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(退職)の支出について(11月分1回目･口座払）
18,009

福島区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（11月分2回目･口座払）
8,507

福島区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険等事務用後納郵便経費の支出について（平成26年度10月分）
3,250

福島区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校選択制希望調査票の受取人払いにかかる後納郵便料金（１０月分）の支出について
22,019

福島区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険等事務用後納郵便経費の支出について（平成26年度10月分）
2,743,782

福島区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険等事務用後納郵便経費の支出について（平成26年度10月分）
558,369

福島区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金口座払いの支出について
63,250

福島区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当後期高齢者医療事務用後納郵便経費の支出について（平成26年10月分）
1,164

福島区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険等事務用後納郵便経費の支出について（平成26年度10月分）
83,798

福島区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当後期高齢者医療事務用後納郵便経費の支出について（平成26年10月分）
11,175

福島区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険等事務用後納郵便経費の支出について（平成26年度10月分）
39,584

福島区役所 市民協働課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる津波浸水深警告板に使用する両面テープの購入経費の支出について
9,504

福島区役所 市民協働課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる避難所開設訓練用消耗品（普通紙ロール外２点）の購入経費の支出について
9,622

福島区役所 市民協働課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 人権啓発推進用人権を考える区民のつどいチラシの印刷経費の支出について
34,560

福島区役所 市民協働課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロール車両の道路運送車両法第６２条に規定する継続検査（車検）及び整備にかかる経費の支出について
55,069

福島区役所 市民協働課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 青色防犯パトロール車両の道路運送車両法第６２条に規定する継続検査（車検）及び整備にかかる経費の支出について
1,100

福島区役所 市民協働課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 青色防犯パトロール車両の道路運送車両法第６２条に規定する継続検査（車検）及び整備にかかる経費の支出について
2,500

福島区役所 市民協働課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 JR野田駅高架下橋脚デザイン事業の実施にかかる委託料の支出について
397,440

福島区役所 市民協働課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花とみどりのまちづくり事業にかかる鉢底石外１点の購入経費の支出について
18,360

福島区役所 市民協働課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分３回目）
3,024

福島区役所 市民協働課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 花づくり広場の運営に係る電気使用料の支出について（10月分）
632

福島区役所 市民協働課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分３回目）
4,108

福島区役所 市民協働課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる福島区地域防災リーダー装備品（長靴）の購入経費の支出について
8,100

福島区役所 市民協働課 平成26年11月14日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 電気自動車からの電力供給による避難所の電源確保のための「日産リーフ」リース契約に基づくリース料の支払いについて（平成２６年１０月分）
27,972

福島区役所 市民協働課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課職員市内出張交通費の支出について(平成２６年１０月分)
9,170

福島区役所 市民協働課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福島区にぎわい創出事業にかかる両面テープ外３点の購入経費の支出について
48,384

福島区役所 市民協働課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる避難所開設訓練・津波浸水深警告板用消耗品（パウチフィルムＡ３判外３点）の購入経費の支出について
62,807

福島区役所 市民協働課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる防災訓練用消耗品（三角巾）の購入経費の支出について
64,800

福島区役所 市民協働課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる津波浸水深警告板に使用する両面テープの購入経費の支出について
49,680

福島区役所 市民協働課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策業務にかかる消耗品の購入経費の支出について
36,700

福島区役所 市民協働課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区における人権啓発推進事業に使用する角２封筒の作成経費の支出について
20,520

福島区役所 市民協働課 平成26年11月21日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　消耗品費 電気自動車からの電力供給による避難所の停電対策事業にかかる消耗品の購入経費の支出について
36,700

福島区役所 市民協働課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり担当業務にかかる通信運搬費の支出について（10月分）
82
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福島区役所 市民協働課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり担当業務にかかる通信運搬費の支出について（10月分）
1,230

福島区役所 市民協働課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり担当業務にかかる通信運搬費の支出について（10月分）
92

福島区役所 市民協働課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり担当業務にかかる通信運搬費の支出について（10月分）
2,870

福島区役所 市民協働課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり担当業務にかかる通信運搬費の支出について（10月分）
7,462

福島区役所 市民協働課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進にかかる“きみどり活動看板”作成の支出について
30,024

福島区役所 市民協働課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分１回目）
1,209

福島区役所 市民協働課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分１回目）
2,812

福島区役所 市民協働課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分１回目）
1,512

福島区役所 市民協働課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分１回目）
82

福島区役所 市民協働課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分１回目）
600

福島区役所 市民協働課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分１回目）
4,180

福島区役所 市民協働課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分１回目）
9,360

福島区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルームにかかる講師謝礼の支出について（10月分）
66,000

福島区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花とみどりのまちづくり事業にかかるガーデンシクラメン外５点の購入の支出について
9,288

福島区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる後納郵便料金の支出について（１０月分）
15,334

福島区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分　地域活動支援担当にかかる後納郵便料金の支出について
120

福島区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分　地域活動支援担当にかかる後納郵便料金の支出について
4,838

福島区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる後納郵便料金の支出について（１０月分）
328

福島区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度福島区地域住民による安心・安全・快適駅前構築モデル事業にかかる業務委託料の支出について(10月分）
194,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
178,841

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護介護扶助にかかる福祉用具購入費の自己負担金の支出について
1,383

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年１０月分ＢＣＧにかかる医師報償金の支出について
24,890

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費（特別保育用）１１月分の支出について
10,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立野田保育所消耗品費事業資金（通常保育用）１１月分の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費事業資金（通常保育用）１１月分の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（９月分）
11,879

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（９月分）
20,600

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（８月分）
24,832

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（９月分）
20,600

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（９月分）
18,900

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
67,878

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
4,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
10,800

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 介護保険・高齢者福祉事務用市内出張交通費の支出について　平成26年９月分
1,080

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
87,717

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月06日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 大阪市母子福祉貸付金　修学資金・就学支度資金の支出について
574,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
5,678

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
173,954

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度心身障がい者住宅改修費給付事業にかかる給付金の支出について
500,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
53,400

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
69,604

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務にかかる消耗品の購入経費の支出について
20,169

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（９月分）
28,580

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
68,644

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
18,444

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
18,444

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,800
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福島区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成26年度結核コホート検討会(第2回）参画医師報償金の支出について
14,200

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,283

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
3,248

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
8,700

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
4,038

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
481

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
2,646

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（９月分）
24,919

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
45,797

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
219,220

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
219,932

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
7,514

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
643

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,453

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　重度障がい者医療費療養費１１月支給分の支出について
397,329

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　一部負担金相当額等一部助成費１１月支給分の支出について
148,586

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　こども医療費療養費１１月支給分の支出について
397,363

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　ひとり親家庭医療費療養費１１月支給分の支出について
13,002

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年9月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
4,260

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年9月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
680

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年9月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
3,530

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年9月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
320

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年9月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
1,260

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成26年9月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
360

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 平成26年9月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
240

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座（壮年）講師料の支出について（平成26年10月28日分）
9,280

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年10月分乳幼児健診等にかかる報償金の支出について
393,060

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 旅費　普通旅費 平成26年9月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
240

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
2,808

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,600

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
2,390

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
73,360

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
7,440

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
104,957

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
71,965

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
39,930

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
195,590

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
16,350

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
32,700

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
280,790

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
13,870

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
734

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉講師料平成26年10月分の支出について
28,480

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉普及啓発事業講師謝礼金の支出について
32,300

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区役所庁舎を活用した子育て支援事業にかかる講師謝礼１０月分の支出について
43,260

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 保健福祉課（運営・保健活動）用　市内出張旅費の支出について（平成２６年１０月分）
320
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福島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（運営・保健活動）用　市内出張旅費の支出について（平成２６年１０月分）
4,860

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（運営・保健活動）用　市内出張旅費の支出について（平成２６年１０月分）
3,340

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年10月分）
492

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年10月分）
4,264

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　重度障がい者医療費療養費１１月支給分の支出について（その２）
385,009

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（８、９月分）
19,380

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる１２月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
6,767,006

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
133,920

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる不動産鑑定費用等の支出について
235,431

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる１２月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
3,895,128

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護にかかる１２月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
66,620

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護にかかる１２月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
80,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
31,282

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護にかかる１２月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
150,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年10月分）
984

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年10月分）
82

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年10月分）
922

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年10月分）
1,066

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年10月分）
468

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年10月分）
574

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年10月分）
2,978

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年10月分）
410

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　こども医療費療養費１１月支給分の支出について（その２）
253,848

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年10月分）
15,862

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費（１１月分）の支出について
1,326,290

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市福島区病児・病後児保育支援事業補助金の支出について（上半期分）
127,500

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
12,600

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　重度障がい者医療費療養費１１月支給分の支出について（その３）
312,030

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の支出について（保育ママ　育　福島東園）（１０月分）
1,089,650

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の支出について（保育ママ　育　福島園）（１０月分）
1,096,880

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の支出について（保育ママきららえびえ保育園）（１０月分）
862,940

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の支出について（保育ママ　KIDSROOM　Baby-bee ふくしま園）（１０月分）
1,033,930

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業にかかる委託料の支出について（ほっこりひばり保育園）（１０月分）
1,641,900

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年10月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
1,470

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
12,226

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
1,024

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
11,650

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
2,480

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
902

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成２６年度身体・知的障がい者相談員にかかる報酬の支払いについて（４月～９月分）
22,800

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成２６年度身体・知的障がい者相談員にかかる報酬の支払いについて（４月～９月分）
45,600

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
31,636

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
4,310

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
285,514

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
254,691

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
4,925

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
18,230

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
90,720
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福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年10月分
328

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年10月分
1,722

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年10月分
246

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
656

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 平成26年10月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
360

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分生活保護業務ならびに住宅支援給付事業業務にかかる料金後納郵便代金の支出について
492

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人葬祭にかかる委託料の支出について
161,029

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成26年10月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
1,560

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成26年10月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
720

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成26年10月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
2,470

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成26年10月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
1,720

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分生活保護業務ならびに住宅支援給付事業業務にかかる料金後納郵便代金の支出について
167,839

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１０月分）
20,600

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１０月分）
19,530

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（９月分）
19,939

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（１０月分）
27,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（１０月分）
4,494

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（１０月分）
25,500

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（１０月分）
25,823

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（１０月分）
12,255

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる非指定医療機関診療報酬の支出について
10,570

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
4,500

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
20,000

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
82

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
20,775

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
307,762

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
28,339

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
48,074

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
37,216

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
11,350

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　受取人　平成26年10月分
14,881

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年10月分
52,456

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年10月分
1,728

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 介護予防地域健康講座事業用消耗品購入経費の支出について
7,516

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年10月分
500

福島区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年10月分
444

此花区役所 総務課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 指定都市区長会議出席にかかる出張旅費の支出について
16,500

此花区役所 総務課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁内情報パソコン用プリンタートナーカートリッジの購入経費の支出について
27,972

此花区役所 総務課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 災害時の動員による参集にかかるタクシー代の支出について
2,270

此花区役所 総務課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 災害時の動員による参集にかかるタクシー代の支出について
13,420

此花区役所 総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 （一般管理用）電気料金の支出について（10月分）
738,980

此花区役所 総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 （一般管理用）電気料金の支出について（10月分）
6,160

此花区役所 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴相談業務にかかる物品購入経費の支出について
10,035

此花区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 （区庁舎設備維持費）産業廃棄物収集処理運搬委託料の支出について（臨時分）
54,025

此花区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所　産業廃棄物処分業務委託料の支出について（９月分）
7,727

此花区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン用カラープリンタ借入（再リース）にかかる経費の支出について（平成26年10月分）
7,221

此花区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 （一般管理用）デジタル製版印刷機の買入にかかる経費の支出について
496,800

此花区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （一般管理用）ＦＡＸ用プリンタートナーカートリッジの購入経費の支出について
10,584
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此花区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （一般管理事務用）平成２６年１０月分　コピー代金の支出について（請求書６通）
165,632

此花区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 此花区役所　１階男子トイレ水栓不良の修繕にかかる支出について
19,440

此花区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（総合調整事務用）の支出について（平成26年10月分）
5,066

此花区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（総務課・統計調査事務用）の支出について（平成26年10月分）
1,768

此花区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 区政会議に係る議事録作成経費の支出について（平成26年10月20日開催分）
35,721

此花区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 カラ―プリンター保守業務委託料の支出について（10月分）
4,428

此花区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所・此花区民ホール　一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（１０月分）
855

此花区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所・此花区民ホール　一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（１０月分）
3,888

此花区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所庁舎清掃業務委託にかかる委託料の支出について（10月分）
397,140

此花区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所窓口案内従事者派遣にかかる委託料の支出について（平成26年10月分）
147,960

此花区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器借入にかかる経費の支出について（10月分）
51,342

此花区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式借入にかかる経費の支出について（10月分）
123,661

此花区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（総務課・統計調査事務用）の支出について（平成26年10月分）
4,270

此花区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（経済センサス受取人払分）の支出について（平成26年9・10月分）
679

此花区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務・啓発用）の支出について（平成26年10月分）
410

此花区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務・啓発用）の支出について（平成26年10月分）
4,018

此花区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 此花区役所・此花区民ホール　一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（１０月分）
320

此花区役所 市民協働課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度　５５～６０）
12,484

此花区役所 市民協働課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度　５５～６０）
1,191

此花区役所 市民協働課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度　５５～６０）
1,900

此花区役所 市民協働課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度　５５～６０）
10,368

此花区役所 市民協働課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度　５５～６０）
600

此花区役所 市民協働課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度　５５～６０）
900

此花区役所 市民協働課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度スポーツレクリエーション事業（区民テニス大会）の会場使用料の支出について
75,600

此花区役所 市民協働課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑のまちづくり事業にかかる消耗品の購入について（腐葉土他）
36,720

此花区役所 市民協働課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「あなたのハートに贈りもの」開催周知用印刷物作成経費の支出について
40,068

此花区役所 市民協働課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度　６１）
11,155

此花区役所 市民協働課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ＭＫＢプロジェクト事業　此花けん玉道場にかかる報償金の支出について（平成２６年４月～９月分）
60,000

此花区役所 市民協働課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年11月5日開催の防災講演会にかかる講師謝礼金の支出について
22,800

此花区役所 市民協働課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民の安全確保の防犯対策事業にかかる消耗物品購入経費の支出について（メッシュベスト）
106,272

此花区役所 市民協働課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民の安全確保の防犯対策事業にかかる消耗物品購入経費の支出について（自転車用前かごカバー）
78,400

此花区役所 市民協働課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる此花区内３中学校　校外巡回「声かけ」事業委託経費の支出について（平成２６年９月分）
134,200

此花区役所 市民協働課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市此花区における新たな地域コミュニティ支援事業にかかる委託料の支出について（下半期）
7,589,829

此花区役所 市民協働課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯事業に係る電話料金の支出について（平成26年10月分）
6,086

此花区役所 市民協働課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 このはな環境創造プロジェクト「このはな環境創造ビジョン（仮称）策定」のための区民意識調査業務公募型企画提案にかかる審査委員報償金の支出について
49,715

此花区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業　サポーター報償金の支出について（１０月分）
223,360

此花区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 此花区広報紙「広報このはな」印刷業務委託料の支出について（平成26年11月号分）
199,800

此花区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区広報紙事業用　メール便利用料の支出について（平成26年10月分）
2,378

此花区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
2,444

此花区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
1,968

此花区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
3,608

此花区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
19,028

此花区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
328

此花区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
4,192

此花区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
492

此花区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
2,622

此花区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 映像等による魅力発信事業用　ワイヤレスネットワーク通信料の支出について（平成26年10月分）
4,716

此花区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
2,962
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此花区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 市民協働型自転車利用適正化事業「Do!プラン」にかかる業務委託料の支出について（上半期分）
3,039,960

此花区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区広報紙「広報このはな」全戸配布業務委託料の支出について（平成26年11月号分）
335,823

此花区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区広報紙「広報このはな」編集業務委託料の支出について（平成26年11月号分）
124,200

此花区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
82

此花区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成26年11月分　国民健康保険 葬祭費の前渡資金の支出について
50,000

此花区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成26年11月分　国民健康保険 出産育児一時金の前渡資金の支出について
840,000

此花区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等に係る還付金　１１月分支払資金の支出について
30,000

此花区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等に係る還付金　１１月分支払資金の支出について
20,000

此花区役所 窓口サービス課 平成26年11月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険 出産育児一時金の支出について（平成26年9～10月申請分）
840,000

此花区役所 窓口サービス課 平成26年11月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
2,639

此花区役所 窓口サービス課 平成26年11月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（平成26年9～10月申請分）
299,554

此花区役所 窓口サービス課 平成26年11月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（平成26年9～10月申請分）
50,320

此花区役所 窓口サービス課 平成26年11月11日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
1,875

此花区役所 窓口サービス課 平成26年11月11日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
324

此花区役所 窓口サービス課 平成26年11月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
6,940

此花区役所 窓口サービス課 平成26年11月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業等にかかる市内出張旅費の支出について（９月分）
1,480

此花区役所 窓口サービス課 平成26年11月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
7,400

此花区役所 窓口サービス課 平成26年11月14日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業等にかかる市内出張旅費の支出について（９月分）
580

此花区役所 窓口サービス課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険 葬祭費の支出について（平成２６年９～１０月申請分）
500,000

此花区役所 窓口サービス課 平成26年11月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
32,281

此花区役所 窓口サービス課 平成26年11月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険 出産育児一時金の支出について（平成２６年１０月申請分）
157,810

此花区役所 窓口サービス課 平成26年11月26日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
1,058

此花区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
314,304

此花区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市此花区役所住民情報業務等委託契約にかかる経費の支出について（長期継続契約）平成２６年９月分
2,546,975

此花区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務にかかる料金後納郵便料金（１０月分）の支出について
61,118

此花区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用コピー代金（１０月分）の支出について
4,476

此花区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（１０月分）の支出について
4,802

此花区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校選択制希望調査票返送にかかる料金受取人払分の郵便料金（１０月分）の支出について
25,705

此花区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校選択制希望調査送付にかかる料金後納郵便料金（１０月分）の支出について
2,665

此花区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用コピー代金（１０月分）の支出について
2,238

此花区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（１０月分）の支出について
3,261,666

此花区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業等にかかる市内出張旅費の支出について（１０月分）
1,280

此花区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用コピー代金（１０月分）の支出について
4,480

此花区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（１０月分）の支出について
45,051

此花区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（１０月分）の支出について
260,397

此花区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（１０月分）の支出について
44,792

此花区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（１０月分）の支出について
99,835

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
29,805

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
39,195

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
96,940

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
66,284

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
24,399

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
57,053

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立高見町保育所消耗品費の支出について(平成26年11月分）
10,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室にかかる報償金（９月分）の支出について
31,190

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 1歳6か月児健診にかかる報償金（９月分）の支出について
87,270

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３ヶ月児健診にかかる報償金（９月分）の支出について
24,890

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立酉島保育所消耗品費の支出について（平成26年11月分）
30,000
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此花区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立高見町保育所消耗品費の支出について(平成26年11月分）
30,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座講師報償金の支出について（平成２６年１０月分）
9,740

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見にかかる診断書の作成経費の支出について
5,400

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見人報酬助成金の支出について
263,700

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3歳児健診にかかる報償金（９月分）の支出について
80,970

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分－２）
5,660

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分－２）
3,142

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分－２）
6,996

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 このはないきいき長生きプランにかかる健康ウォーキング講演会リーフレット作成にかかる印刷経費の支出について
40,176

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分－２）
5,670

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
15,510

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
198,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
42,197

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
17,433

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
45,296

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
38,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
20,440

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
378,408

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分－２）
9,367

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分－２）
3,178

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月07日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉資金貸付金の支出について
280,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
62,320

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
162,532

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種にかかる医師報償金の支出について（ＢＣＧ平成２６年１０月分）
24,890

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費（平成２６年１０月２９日支払帳票作成分）の口座振替不能による再支出について
11,308

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用経費等にかかる市内出張交通費（９月分）の支出について
6,420

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度アクションプラン啓発物品購入経費の支出について
28,728

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 がん検診受診促進プロジェクトにかかるがん検診啓発リーフレット印刷経費の支出について
71,280

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用物品購入経費の支出について
2,838

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
28,924

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
19,367

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,716

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
10,500

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
30,100

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用物品購入経費の支出について
5,894

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用物品購入経費の支出について
3,496

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月14日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用物品購入経費の支出について
3,292

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉資金貸付金の支出について（１０月～１２月分）
300,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分－１）
14,515

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分－１）
1,100

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分－１）
7,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分－１）
3,930

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
252,871

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
22,636

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分－１）
11,556

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用品購入経費の支出について
17,150
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此花区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度子育て親子よっといでプランにかかる玩具の購入について
38,826

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用品購入経費の支出について
4,355

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
9,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 生活困窮者自立支援制度区担当者説明会にかかる普通旅費の支出について（平成２６年１０月）
360

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成26年10月）
13,480

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 総合福祉システム端末操作研修参加にかかる市内出張旅費の支出について（平成２６年１０月）
1,680

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
147,769

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費１２月分資金前渡金の支出について
13,000,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
120,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
167,877

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費１２月分資金前渡金の支出について
5,000,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
449,261

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費１２月分資金前渡金の支出について
200,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費の支出について
13,490

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
368,791

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
52,310

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
84,040

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費１２月分資金前渡金の支出について
300,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
677,790

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用品購入経費の支出について
3,473

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 保健福祉センター事業用経費等にかかる市内出張交通費（１０月分）の支出について
480

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用経費等にかかる市内出張交通費（１０月分）の支出について
3,720

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
15,720

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
303,238

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,432

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
139,320

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
380,750

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用経費等にかかる市内出張交通費（１０月分）の支出について
860

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費の支出について（平成26年11月分）
1,130,410

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
258,135

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費（平成２６年１１月１１日支払帳票作成分）の支出について
2,601,331

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
214,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
60,000

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
11,850

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費（平成２６年１１月１１日支払帳票作成分）の支出について
375,779

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費（平成２６年１１月１０日支払帳票作成分）の支出について
274,087

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費（平成２６年１１月１０日支払帳票作成分）の支出について
77,857

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
2,315

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成２６年１２月１７日実施「えほんのひろば」にかかる周知用ポスター作製経費の支出について
30,996

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年１０月分）の支出について
4,725

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
500

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年１０月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
820

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年１０月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
11,890

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年１０月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
3,116

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年１０月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
31,655

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年１０月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
260

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年１０月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
738
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此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
21,600

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
153,500

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
6,600

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年１０月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
2,952

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険　後納郵便料金の支出について（１０月分）
942

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業にかかる料金後納郵便料１０月分の支出について
32,665

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業にかかる料金後納郵便料１０月分の支出について
286,690

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２６年度コホート検討会参画医師報償金の支出について(第２回目)
11,360

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年１０月分）の支出について
988

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年１０月分）の支出について
82

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年１０月分）の支出について
82

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年１０月分）の支出について
164

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年１０月分）の支出について
574

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年１０月分）の支出について
164

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年１０月分）の支出について
256

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成26年１０月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
3,400

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年１０月分）の支出について
156

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年１０月分）の支出について
14,542

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年１０月分）の支出について
328

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年１０月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
313,559

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年１０月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
13,972

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年１０月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
902

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年１０月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
32,892

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業における運営委託料の支出について（平成26年10月分）
962,860

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業における運営委託料の支出について（平成26年10月分）
988,500

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年１０月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
49,840

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年１０月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
66,342

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２６年１０月分）の支出について
19,898

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 平成26年１０月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
65,948

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年１０月分　コピー代金（単価契約）の支出について
10,943

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用トナー購入経費の支出について
43,632

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険　後納郵便料金の支出について（１０月分）
58,400

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険　後納郵便料金の支出について（１０月分）
26,009

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険　後納郵便料金の支出について（１０月分）
1,422

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険　後納郵便料金の支出について（１０月分）
3,444

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 虐待対応にかかるタクシー代立替払の支出について
4,360

此花区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険　後納郵便料金の支出について（１０月分）
984

中央区役所 総務課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務事務用市内出張旅費の支出について（９月分）
37,671

中央区役所 総務課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 中央区広報紙「広報ちゅうおう」企画編集及び印刷業務委託（平成26年5月号～平成27年4月号）の実施並びに同経費の支出について（10月号）
877,888

中央区役所 総務課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区広報紙「広報ちゅうおう」の全戸配布業務委託（概算契約）（平成26年4月号～平成27年3月号）の実施並びに同経費の支出について（9月号）
964,460

中央区役所 総務課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中央区役所ケーブルテレビ使用料の支出について（９月分）
3,780

中央区役所 総務課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分・内訳書決議番号１４～１６・１１３～１１４・２１１～２１４・３１１～３１３・４１６～４１７）
2,798

中央区役所 総務課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分・内訳書決議番号１４～１６・１１３～１１４・２１１～２１４・３１１～３１３・４１６～４１７）
2,268

中央区役所 総務課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分・内訳書決議番号１４～１６・１１３～１１４・２１１～２１４・３１１～３１３・４１６～４１７）
3,900

中央区役所 総務課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分・内訳書決議番号１４～１６・１１３～１１４・２１１～２１４・３１１～３１３・４１６～４１７）
5,166

中央区役所 総務課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分・内訳書決議番号１４～１６・１１３～１１４・２１１～２１４・３１１～３１３・４１６～４１７）
1,920

中央区役所 総務課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分・内訳書決議番号１４～１６・１１３～１１４・２１１～２１４・３１１～３１３・４１６～４１７）
4,864

中央区役所 総務課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分・内訳書決議番号１４～１６・１１３～１１４・２１１～２１４・３１１～３１３・４１６～４１７）
10,800
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中央区役所 総務課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分・内訳書決議番号１４～１６・１１３～１１４・２１１～２１４・３１１～３１３・４１６～４１７）
34,400

中央区役所 総務課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分・内訳書決議番号１４～１６・１１３～１１４・２１１～２１４・３１１～３１３・４１６～４１７）
6,000

中央区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度中央区総合庁舎産業廃棄物搬出処理業務の経費の支出について（１０月分）
13,228

中央区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン等長期借入の実施並びに同経費の支出について（１０月分）
22,680

中央区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中央区役所デジタル印刷機長期借入の実施並びに同経費の支出について（１０月分）
9,504

中央区役所 総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（１０月分）
5,809

中央区役所 総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）契約の締結並びに同経費の支出について（１０月分）
230,100

中央区役所 総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入の実施並びに同経費の支出について（１０月分）
183,845

中央区役所 総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（１０月分）
520

中央区役所 総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（１０月分）
182

中央区役所 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区内公共施設設置防犯カメラ保守点検管理業務委託の実施並びに同経費の支出について（１０月分）
156,600

中央区役所 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度中央区総合庁舎一般廃棄物搬出処理業務の経費の支出について（１０月分）
8,025

中央区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（１０月分）
69,477

中央区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（１０月分）
146,024

中央区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（１０月分）
4,558

中央区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（１０月分）
9,581

中央区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（１０月分）
3,353

中央区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（１０月分）
1,595

中央区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料１０月分の支出について（市外）
121,457

中央区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料１０月分の支出について（市外）
10,892

中央区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料１０月分の支出について（市外）
3,812

中央区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務事務用市内出張旅費の支出について（１０月分）
39,256

中央区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の購入並びに同経費の支出について
275,400

中央区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 総務事務用市内出張旅費の支出について（１０月分）
920

中央区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 中央区災害対策用職員住宅にかかる賃貸借の実施並びに同経費の支出について（12月分）
179,000

中央区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分１回目・内訳書決議番号１７～１８・１１５～１１７・２１５～２１９・３１４～３１５）
7,560

中央区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（１０月分）
23,156

中央区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分１回目・内訳書決議番号１７～１８・１１５～１１７・２１５～２１９・３１４～３１５）
1,078

中央区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分１回目・内訳書決議番号１７～１８・１１５～１１７・２１５～２１９・３１４～３１５）
18,004

中央区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分１回目・内訳書決議番号１７～１８・１１５～１１７・２１５～２１９・３１４～３１５）
28,000

中央区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（１０月分）
140

中央区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中長期在留者住居地届出等事務にかかる申請書等発送用料金後納郵便の支出について（１０月分）
1,310

中央区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用料金後納郵便の支出について（１０月分）
147,073

中央区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分１回目・内訳書決議番号１７～１８・１１５～１１７・２１５～２１９・３１４～３１５）
3,840

中央区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（１０月分）
1,198

中央区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分１回目・内訳書決議番号１７～１８・１１５～１１７・２１５～２１９・３１４～３１５）
8,610

中央区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（１０月分）
164

中央区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分１回目・内訳書決議番号１７～１８・１１５～１１７・２１５～２１９・３１４～３１５）
12,700

中央区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 広聴業務用『社会保障・住民税にかかる要望書』に関する団体との協議の会議録作成並びに同所要経費の支出について
21,168

中央区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成２６年経済センサス－基礎調査及び商業統計調査にかかる郵便料金（後納料金）【料金受取人払（調査票提出用）】の支出について（１０月分）
36,114

中央区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成２６年経済センサス－基礎調査及び商業統計調査にかかる郵便料金（後納料金）の支出について（１０月分）
460,012

中央区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（選挙管理委員会10月分）の支出について
338

中央区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（選挙管理委員会10月分）の支出について
3,404

中央区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務用コピー代金の支出について（９月分）
17,031

中央区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年１１月分国民健康保険出産一時金及び葬祭費の支出について
100,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年１１月分国民健康保険出産一時金及び葬祭費の支出について
450,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金　一般１１月分の支出について
300,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について
511,300
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中央区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金　マル退１１月分の支出について
30,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年11月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（１１月第１回支払分）
328,830

中央区役所 窓口サービス課 平成26年11月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（１１月第１回支払分）
390,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年11月11日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（１１月第２回支払分）
98,319

中央区役所 窓口サービス課 平成26年11月11日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（１１月第１回支払分）
100,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年11月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分・決議番号５０５）
4,500

中央区役所 窓口サービス課 平成26年11月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（１１月第２回支払分）
780,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について
608,968

中央区役所 窓口サービス課 平成26年11月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（１１月第３回支払分）
262,425

中央区役所 窓口サービス課 平成26年11月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（１１月第２回支払分）
150,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年11月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（１１月第４回支払分）
321,644

中央区役所 窓口サービス課 平成26年11月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（１１月第４回支払分）
81,295

中央区役所 窓口サービス課 平成26年11月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（１１月第３回支払分）
622,500

中央区役所 窓口サービス課 平成26年11月26日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について
453,494

中央区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（１１月第３回支払分）
100,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（１１月第５回支払分）
390,000

中央区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
13,770

中央区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学事務にかかる就学通知書等発送用料金後納郵便の支出について（平成26年10月分）
492

中央区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険収納・徴収事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
234,117

中央区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
1,898,541

中央区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
2,497,818

中央区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険収納・徴収事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
228,085

中央区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用受取人払郵便料金の支出について（１０月分）
39,911

中央区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険資格・賦課事務用受取人払郵便料金の支出について（１０月分）
52,102

中央区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険収納・徴収事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
472,082

中央区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険収納・徴収事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
680,799

中央区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
52,905

中央区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
8,592

中央区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
71,415

中央区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
69,299

中央区役所 市民協働課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度中央区コミュニティ育成事業の支出について（第３回目）
2,545,570

中央区役所 市民協働課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度上方文化再生事業「上方文化再生フォーラム」の経費支出について(下半期）
900,000

中央区役所 市民協働課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度　市民協働で環境浄化に取り組む「みんなでクリーン！ゆめちゅうおう」にかかる消耗品の購入経費の支出について
212,988

中央区役所 市民協働課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 人権啓発推進事業　人権週間講演会に係るチラシ・ポスター作成費の支出について
54,000

中央区役所 市民協働課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業にかかる事務用品の購入ならびに同経費の支出について
49,896

中央区役所 市民協働課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づくコピー代金（９月分）の支出について
3,863

中央区役所 市民協働課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づくコピー代金（９月分）の支出について
20,129

中央区役所 市民協働課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づくコピー代金（９月分）の支出について
4,255

中央区役所 市民協働課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「こども110番の家」にかかるステッカーの作成及び同経費の支出について
142,884

中央区役所 市民協働課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 ミナミの繁華街を中心とした地域安全対策事業にかかるイベントにおける着ぐるみ着用業務委託の経費の支出について
54,000

中央区役所 市民協働課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市中央区既存施設の魅力発信機能を利用したにぎわいづくり事業補助金の支出について
1,170,000

中央区役所 市民協働課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業（家庭教育充実事業）大阪市立聴覚特別支援学校　ＰＴＡ主催にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

中央区役所 市民協働課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域安全防犯関係事業用防犯啓発表彰にかかる記念品作成経費の支出について
6,000

中央区役所 市民協働課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯関係事業にかかる啓発物品の購入経費の支出について
387,504

中央区役所 市民協働課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成26年度「区民協働による魅力発掘＆発信ツールを活用した交流事業」におけるガイドナビ作成経費の支出について
293,252

中央区役所 市民協働課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域安全防犯関係事業用防犯啓発表彰にかかる記念品作成経費の支出について
16,032

中央区役所 市民協働課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　発達障がいサポート事業に伴うサポーターに係る報償費の支出について（１０月分）
222,360

中央区役所 市民協働課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 三休橋筋のガス灯に設置するバナー広告にかかる屋外広告物許可申請手数料の支出について
44,000
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中央区役所 市民協働課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度 啓発指導員による放置自転車対策業務委託料の支出について（１０月分）
987,000

中央区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民活動支援グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（10月分）
5,002

中央区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民活動支援グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（10月分）
360

中央区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成26年度学校選択制希望調査票の受取人払いにかかる料金後納郵便料金の支出について（10月分）
17,751

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
5,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
4,500

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
6,145

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
100

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
1,500

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
800

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
400

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
7,119

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
41,800

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
31,550

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
24,400

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
29,682

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
400

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
19,340

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
3,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
500

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
800

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
3,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月04日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
500

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
800

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
100

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 安心して子どもを産み育てることができる街づくり事業」に係る親子わくわくコンサート講師料
62,400

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２６年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（１０月分）
12,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成２６年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（１０月分）
4,366

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座講師謝礼金の支出について
8,960

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 平成２６年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（１０月分）
1,969

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 平成２６年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（１０月分）
11,912

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（ポストイット他１０点）
2,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（ポストイット他１０点）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（ポストイット他１０点）
5,962

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（ポストイット他１０点）
2,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（ポストイット他１０点）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
39,380

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
13,480

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
51,556

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
70,200

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（妊娠検査料）の支出について
7,500

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
25,640

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
74,200

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
11,800

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（ポストイット他１０点）
4,000
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中央区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（ポストイット他１０点）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（ポストイット他１０点）
3,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（ポストイット他１０点）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座講師謝礼金の支出について（10月17日実施分）
9,160

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（ポストイット他１０点）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（装具代）の支出について
26,304

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
6,588

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
37,520

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
27,767

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
72,720

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
78,556

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
143,931

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
90,930

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
6,880

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
28,985

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 区地域自立支援協議会にかかる視覚障害者に対するガイドヘルパー派遣経費の支出について（平成26年9月24日開催分）
9,021

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 区地域自立支援協議会にかかる聴覚障がい者に対する手話通訳派遣経費の支出について（平成26年9月24日開催分）
4,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費（平成２６年１０月分）
720

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
4,580

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費）の支出について
4,500

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費）の支出について
4,782

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費）の支出について
209,891

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（住宅改修費）の支出について
7,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分・内訳決議番号４１８号）
2,511

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（１０月分２回目）
410

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 平成２６年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（１０月分２回目）
552

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（１０月分２回目）
5,120

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
18,400

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
18,400

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入及び同経費の支出について
90,667

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業及び生活技能訓練事業の実施並びに講師謝礼の支出について（１０月分）
27,900

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
1,838

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
1,460

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
4,960

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
6,840

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
1,920

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
57,280

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
45,760

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
25,841

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
90,080

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（妊娠検査料）の支出について
7,560

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
40,740

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（装具代）の支出について
169,616

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（長期入院患者診療報酬）の支出について
24,480

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
66,738

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助（分娩費等）の支出について
110,250

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
216,942

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
217,540
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中央区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
213,220

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度地域福祉見守り活動事業の実施並びに同経費の支出について（第３四半期分）
2,730,430

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
12,203

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
37,839

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（教材代・学校給食費）の支出について
9,067

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
15,040

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 中央区地域福祉アクションプラン事務局会議にかかる講師謝礼の支出について
5,200

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 住宅改修費等給付事業用　重度心身障がい者(児)住宅改修費の支出について（代理受領方式）
139,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
135,968

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（断酒会移送費）の支出について
10,500

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２６年１２月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
24,000,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２６年１２月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
11,000,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費）の支出について
66,300

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２６年１２月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
300,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
3,850

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２６年１２月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
10,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２６年１２月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
500,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護費　措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
23,160

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「安心して子どもを産み育てることができる街づくり事業」に係る子育て講座講師謝礼の支出について
10,400

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
314,829

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
32,480

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（妊娠検査料）の支出について
13,870

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
53,000

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（断酒会交通費）の支出について
79,010

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（眼鏡代）の支出について
6,372

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
37,680

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
25,520

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
240

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
5,864

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
320

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護費　措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
73,065

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の実施及び同経費の支出について(10月分)
1,118,460

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の実施及び同経費の支出について(10月分)
1,053,500

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の実施及び同経費の支出について(10月分)
1,140,050

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の実施及び同経費の支出について(10月分)
1,021,600

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成26年度市立保育所にかかる給間食費の支出について（11月分）
816,737

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１０月分・東局分）
174

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１０月分・東局分）
4,004

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業実施用白衣等洗濯手数料の支出について（１０月分）
1,426

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１０月分・東局受取人払分）
1,649

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１０月分・南局分）
10,098

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１０月分・東局分）
2,168

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１０月分・東局分）
82

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１０月分・東局分）
12,320

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１０月分・東局分）
16,046

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１０月分・東局分）
523

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費（６５歳以上食事代）の支出について（１１月支払分）
211,560
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中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について（１１月支払分）
303,131

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１０月分・東局分）
2,962

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１０月分・東局分）
1,567

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１０月分・東局分）
1,066

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１０月分・東局分）
328

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療（一部負担金相当額等一負助成費）の支出について（１１月支払分）
172,170

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１０月分・東局分）
392

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費（総合福祉システム端末操作研修１０・１１月分）
4,220

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金（１０月分）の支出について
68,493

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金（１０月分）の支出について
212,607

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金（１０月分）の支出について
29,961

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
1,987

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
91,820

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
4,960

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
8,850

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
5,850

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業にかかる報償金の支出について（平成26年10月分）
49,780

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（１０月分）
574

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談にかかる報償金の支出について（平成26年11月分）
6,300

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（１０月分）
21,516

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１０月分・東局分）
4,284

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（１０月分）
714

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１０月分・東局分）
82

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（１０月分）
164

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１０月分・東局分）
2,562

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１０月分・東局分）
156,535

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１０月分・東局分）
10,728

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１０月分・南局分）
106,743

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１０月分・南局分）
9,088

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１０月分・東局分）
35,926

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について（１１月支払分）２－２
465,417

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について（１１月支払分）２－１
71,018

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１０月分・南局分）
22,528

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１０月分・東局分）
328

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１０月分・東局分）
14,770

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１０月分・東局分）
34,152

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１０月分・南局分）
13,464

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について（１１月支払分）
22,066

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3歳児健診にかかる報償金の支出について（平成26年10月分）
168,740

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科健診にかかる報償金の支出について（平成26年10月分）
6,300

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 1歳6か月児健診にかかる報償金の支出について（平成26年10月分）
80,970

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3か月児健診にかかる報償金の支出について（平成26年10月分）
99,560

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（１０月分）
19,916

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１０月分・東局分）
22,026

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
62,780

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
22,835

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
2,178

中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
329
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中央区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業所等支援事業費（住宅改修支援費）の支出について
6,000

西区役所 総務課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度新聞未購読世帯への西区広報紙配布業務にかかる経費の支出について（平成26年10月）
74,822

西区役所 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎維持管理用電気料金の支出について（平成26年度10月分）
1,340,811

西区役所 総務課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西区スマートフォンアプリケーションを利用した情報発信業務委託事業評価会議にかかる委員謝礼の支出について
13,640

西区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西区役所５階輪転機点検経費の支出について
16,200

西区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度西区広報紙企画編集業務にかかる支出について（平成26年10月号）
201,960

西区役所 総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度第2回西区区政会議議事録作成業務にかかる経費の支出について
24,624

西区役所 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障害者の就業訓練を目的とした西区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる経費の支出について（平成26年度10月分）
386,468

西区役所 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西区庁舎一般廃棄物運搬・処理業務(概算)にかかる経費の支出について（平成26年度10月分）
9,242

西区役所 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（西区）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成26年度10月分）
4,428

西区役所 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 西区役所庁舎内テレビ用ケーブルテレビ視聴にかかる経費の支出について（平成26年度10月分）
1,620

西区役所 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（西区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成26年度10月分）
134,475

西区役所 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン用カラープリンタ長期借入経費の支出について（平成26年度10月分）
12,204

西区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成26年度西区広報紙折込業務にかかる経費の支出について（平成26年11月号）
221,638

西区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度西区広報紙企画編集業務にかかる支出について（平成26年11月号）
201,960

西区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各課事務用コピー代の支出について（平成26年度10月分）
169,732

西区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西区役所庁舎産業廃棄物搬出処理業務にかかる経費の支出について（平成２６年度１０月分）
12,484

西区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市災害対策用職員住宅賃貸契約料（西区長分）の支出について（１２月分）
180,000

西区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成26年度西区広報紙印刷業務にかかる経費の支出について（平成26年11月号）
221,771

西区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成26年度10月分）
1,682

西区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成26年度10月分）
2,541

西区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成26年度10月分）
8,328

西区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 大阪市西区役所事務用デジタル製版印刷機の買入経費の支出について
226,800

西区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用料金後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
604

西区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用料金後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
3,444

西区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
270,095

西区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年１１月分国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支払資金の支出について
100,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年１１月分国民健康保険保険給付金（出産育児一時金）の支払資金の支出について
500,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
126,092

西区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 （１１月分）国民健康保険料の還付支払資金の支出について
80,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 （１１月分）国民健康保険料の還付支払資金の支出について
20,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年11月11日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
156,671

西区役所 窓口サービス課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約における経費の支出について（平成26年9月分）
2,809,080

西区役所 窓口サービス課 平成26年11月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
87,524

西区役所 窓口サービス課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支給について
200,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年11月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険保険給付金（出産育児一時金）の支給について
518,715

西区役所 窓口サービス課 平成26年11月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
211,879

西区役所 窓口サービス課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
20,000

西区役所 窓口サービス課 平成26年11月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
154,988

西区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍関係事務にかかる後納郵便料金（平成26年10月分）の支出について
102,856

西区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 特別永住者関係事務にかかる後納郵便料金（平成26年10月分）の支出について
2,250

西区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）１０月分郵送料（発送用）の支出について
9,440

西区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学関係事務にかかる後納郵便料金（平成26年10月分）の支出について
23,668

西区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業用デジタル複写機、コピー料金（１０月分）の支出について
12,958

西区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）１０月分郵送料（文書発送用）の支出について
254,450

西区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）１０月分郵送料（発送用）の支出について
3,885,814

西区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）１０月分郵送料（文書発送用）の支出について
864,206

西区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）１０月分郵送料（文書収受用）の支出について
23,318
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西区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）１０月分郵送料（発送用）の支出について
77,736

西区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）１０月分郵送料（収受用）の支出について
32,167

西区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）１０月分郵送料（発送用）の支出について
860

西区役所 市民協働課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災対策事業にかかる浸水深明示シール経費の支出について
540,000

西区役所 市民協働課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルームにかかる講師謝礼金の支出について（９月分）
37,300

西区役所 市民協働課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市西区自律的な地域運営を支援するための活動補助金の支出について（日吉地域活動協議会）
200,000

西区役所 市民協働課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 公募型企画講座「歌声サロン」にかかる講師謝礼金の支出について
6,450

西区役所 市民協働課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会にかかる講師謝礼金の支出について（堀江幼稚園）
29,520

西区役所 市民協働課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 大阪市西区生涯学習ルーム連絡会「文化のつどい」用ラミネートフィルム外９点買入経費の支出について
29,029

西区役所 市民協働課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市西区における新たな地域コミュニティ支援事業にかかる業務委託料の支出について（第２四半期）
4,390,200

西区役所 市民協働課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策用携帯電話料金の支払いについて（１０月分）
6,840

西区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵送料の支出について（10月分）
1,886

西区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵送料の支出について（10月分）
82

西区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,956

西区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
27,767

西区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,300

西区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
143,988

西区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
41,200

西区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（入院用）の支出について
61,980

西区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（運搬費）の支出について
129,600

西区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（運搬費）の支出について
64,800

西区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料の支出について
108,000

西区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
36,597

西区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
15,801

西区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（７～９月分）の支出について
76,845

西区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
240

西区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検診料の支出について
14,790

西区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
11,720

西区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
22,454

西区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助（葬祭券分）の支出について
213,220

西区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品事業資金（特別保育）の支出について（平成26年11月分）
10,000

西区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育）の支出について（平成26年11月分）
60,000

西区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
1,440

西区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
432

西区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
360

西区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
2,030

西区役所 保健福祉課 平成26年11月05日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
324

西区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
161,994

西区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
2,200

西区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
41,500

西区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
28,700

西区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（運搬費）の支出について
79,800

西区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
9,240

西区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,800

西区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
10,140

西区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
71,182

西区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員による家庭訪問支援事業にかかる活動費の支出について（第２四半期分）
1,000

西区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる経費の支出について（西六保育園　保育ママ事業　おひさまルーム）（平成２６年９月分）
1,155,950
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西区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度児童手当給付費１０月分（区執行分）の支出について（未支払請求）
10,000

西区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 結核コホート検討会出席にかかる医師報償金の支出について（９月２５日実施分）
14,200

西区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支給について
202,712

西区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
160,790

西区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金医療助成費の支給について
189,416

西区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 西区保健福祉センター公用車に関する継続検査（車検）及び整備並びに必要事務の代行等の支出について
53,244

西区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 西区保健福祉センター公用車に関する継続検査（車検）及び整備並びに必要事務の代行等の支出について
1,100

西区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
16,314

西区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（運搬費）の支出について
24,624

西区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
1,520

西区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
2,240

西区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
10,400

西区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,320

西区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助（葬祭券分）の支出について
216,200

西区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護認定審査会用ペットボトルお茶（延べ９６名分）及び介護保険事務用ドラムトナーカートリッジの支出について
61,560

西区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護認定審査会用ペットボトルお茶（延べ９６名分）及び介護保険事務用ドラムトナーカートリッジの支出について
8,709

西区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支給について（平成２６年９月支給分②）
426,018

西区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（１０月２４日実施分）
49,780

西区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内交通費（９月分）の支出について
5,654

西区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
267,638

西区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費事業資金の支出について（平成26年11月分）
1,613,750

西区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
3,756

西区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
17,000

西区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
2,400

西区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
900

西区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
390

西区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
42

西区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
3,000

西区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（運搬費）の支出について
106,400

西区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
84,949

西区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による１２月分生活保護費の支出について
14,000,000

西区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による１２月分生活保護費の支出について
7,500,000

西区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による１２月分生活保護費の支出について
200,000

西区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（１０月分）の支出について
184,924

西区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
1,120

西区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

西区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
25,904

西区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
1,440

西区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による１２月分生活保護費の支出について
300,000

西区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
574

西区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
2,050

西区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
7,906

西区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支給について（平成２６年１０月支給分①）
151,440

西区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,711

西区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
64

西区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度西区子育て支援拠点事業「西区子育てつどいのひろば」の委託料の支出について(10月分）
397,750

西区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
254,793

西区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育施設運営業務にかかる経費の支出について（はなぞの保育園）（平成２６年１０月分）
1,921,470
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西区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる経費の支出について（保育ママ　ちよざき保育園）（平成２６年１０月分）
1,153,100

西区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる経費の支出について（保育ママ シュッポッポ）（平成２６年１０月分）
526,000

西区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年10月13日の台風19号暴風警報の参集にかかるタクシー代の支出について
1,250

西区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
306,422

西区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度児童手当給付費６～８月分（区執行分）の支出について（未支払請求）
45,000

西区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉普及啓発事業講師料の支出について
14,240

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
77,181

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（１０月）
82

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
994

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
4,340

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
4,320

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
7,132

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
2,128

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
4,820

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
3,286

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
3,340

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
29,750

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
246

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
1,178

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
4,494

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
2,252

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
3,290

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
164

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務に係る後納郵便料金、受取人払郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
234,921

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（１０月）
1,862

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（１０月）
164

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（１０月）
1,394

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（１０月）
328

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（１０月）
738

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
2,420

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
1,424

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
912

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（１０月）
2,482

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
738

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
413,456

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
6,008

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
26,492

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育施設運営業務にかかる経費の支出について（たいようランド）（平成２６年１０月分）
1,790,050

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支給について（平成２６年１０月支給分②）
222,081

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
48,910

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
8,352

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（１０月分）
386,760

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（１０月）
25,072

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
6,904

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用デジタル複写機コピー料金の支出について（１０月分）
1,930

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用デジタル複写機コピー料金の支出について（１０月分）
2,209

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用デジタル複写機コピー料金の支出について（１０月分）
3,152

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務料金受取人払後納郵便料（１０月分）の支出について
6,311
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西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（１０月分）の支出について
26,002

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務料金受取人払後納郵便料（１０月分）の支出について
6,311

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（１０月分）の支出について
27,887

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（１０月分）の支出について
3,207

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務料金受取人払後納郵便料（１０月分）の支出について
6,313

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（１０月分）の支出について
7,978

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
1,070

西区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
820

港区役所 総務課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 講師謝礼金（ぷらっと法務事業用）の支出について
6,840

港区役所 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用ガス料金の支払いについて（平成２６年１０月分）
414,392

港区役所 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用ガス料金の支払いについて（平成２６年１０月分）
50,691

港区役所 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用ガス料金の支払いについて（平成２６年１０月分）
27,068

港区役所 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（築港小学校区）【コミ協・10月分】
2,785

港区役所 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（市岡小学校区）【コミ協・10月分】
3,214

港区役所 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（市岡小学校区）【コミ協・10月分】
61,066

港区役所 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（磯路小学校区）【地活協・10月分】
45,163

港区役所 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（磯路小学校区）【コミ協・10月分】
2,377

港区役所 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（田中小学校区）【コミ協・10月分】
3,355

港区役所 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（田中小学校区）【地活協・10月分】
63,745

港区役所 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（三先小学校区）【コミ協・10月分】
2,310

港区役所 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（三先小学校区）【コミ協・10月分】
43,890

港区役所 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（八幡屋小学校区）【コミ協・10月分】
2,142

港区役所 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（南市岡小学校区）【コミ協・10月分】
1,272

港区役所 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（南市岡小学校区）【地活協・10月分】
24,168

港区役所 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（築港小学校区）【地活協・10月分】
52,915

港区役所 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（八幡屋小学校区）【地活協・10月分】
40,698

港区役所 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成26年経済センサス基礎調査及び平成26年商業統計調査にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
390

港区役所 総務課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各担当区役所事業用市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
65,650

港区役所 総務課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用及び平成26年全国消費実態調査事務用消耗品等の経費の支出について
65,232

港区役所 総務課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 総務課事務用及び平成26年全国消費実態調査事務用消耗品等の経費の支出について
14,072

港区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,612

港区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
10,000

港区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（港区役所）一式にかかる借入代金の支払いについて（１０月分）
159,865

港区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（港区）賃借料の支出について（１０月分）
3,932

港区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度宿直員用寝具借入料金の支出について（１０月分）
9,504

港区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン賃借料の支出について（１０月分）
5,669

港区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用電気料金の支払について（平成２６年１０月分）
1,246,044

港区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（平成２６年１０月分）
12,375

港区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（１０月分）
5,186

港区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）　賃借料の支出について（１０月分）
3,240

港区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用電気料金の支払について（平成２６年１０月分）
152,425

港区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（１０月分）
634

港区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（平成２６年１０月分）
1,513

港区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用電気料金の支払について（平成２６年１０月分）
81,392

港区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（平成２６年１０月分）
808

港区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（１０月分）
338

港区役所 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 事務用庁内情報端末（保健福祉課）の修繕経費の支出について
109,080

港区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支払について（平成２６年１０月分）
271,422
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港区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支払について（平成２６年１０月分）
33,202

港区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支払について（平成２６年１０月分）
17,729

港区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料の支払について（平成２６年１０月分）
254,229

港区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料の支払について（平成２６年１０月分）
34,332

港区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料の支払について（平成２６年１０月分）
18,332

港区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
708

港区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 港区役所広報用インクジェットプリンター購入経費の支出について
40,608

港区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,668

港区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 港区の広報紙(平成26年11月号)概算印刷にかかる経費の支出について
292,005

港区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度港区広報紙全戸配布業務にかかる委託料の支出について（指定地域・平成26年11月号）
218,494

港区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度港区広報紙編集等業務にかかる委託料の支出について（平成26年10月号）
413,416

港区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用庁内情報プリンタートナーの購入経費の支出について
103,032

港区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用コピー料金の支出について（平成２６年１０分）
189,767

港区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市港区役所庁舎清掃業務委託料の支出について（１０月分）
344,219

港区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 大阪市港区役所庁舎清掃業務委託料の支出について（１０月分）
42,107

港区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 大阪市港区役所庁舎清掃業務委託料の支出について（１０月分）
22,484

港区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各担当区役所事業用市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
65,290

港区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２６年１０月）
19,640

港区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務グループ事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
1,684

港区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２６年１０月）
5,848

港区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２６年１０月）
591

港区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市港区役所窓口案内従事者派遣業務委託にかかる支出について（平成２６年度）１０月分
162,394

港区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務グループ事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
12,244

港区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 職員採用試験試験官従事にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
880

港区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便代金の支出について（平成２６年１０月分）
656

港区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便代金の支出について（平成２６年１０月分）
4,756

港区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 緊急雇用創出基金事業（起業支援型地域雇用創造事業)「子育て世代向け啓発等による人材育成事業」業務委託にかかる委託料の支出について（４月～８月分）
4,594,825

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 国道43号車いす横断支援及び放置自転車対策事業の実施経費の支出について（９月分）
53,301

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 国道43号車いす横断支援及び放置自転車対策事業の実施経費の支出について（９月分）
58,603

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働型自転車利用適正化事業「Do！プラン」用消耗品の購入経費の支出について
11,664

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 みなトクモン発掘レクチャー（平成26年10月22日実施）にかかる講師謝礼の支出について
23,280

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権・家庭教育に関する学習会の講師謝礼支出について（大阪市立三先幼稚園PTA実施分）
8,600

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業における廃インクボックスの購入経費の支出について
2,289

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金(平成２６年１０月分)の支出について
4,843

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金(平成２６年１０月分)の支出について
500

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働まちづくり支援課（まち魅力創造）事務用消耗品の購入経費の支出について
2,455

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働まちづくり支援課（まち魅力創造）事務用消耗品の購入経費の支出について
33,264

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年育成推進会議事業にかかるメガホンスピーカー、アルカリ乾電池の購入経費の支出について（港南中学校下青少年育成推進協議会用）
48,276

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働まちづくり支援課（まち魅力創造）事務用消耗品の購入経費の支出について
34,024

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域防災計画作成に伴う各地域の白地図作成委託に係る同経費の支出について
97,200

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域防犯啓発事業用携帯電話料金の支払いについて（１０月分）
5,775

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　港区スクールソーシャルワーカー巡回・派遣事業にかかる報償金の支出について（平成２６年１０月分）
319,000

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権・家庭教育に関する学習会の講師謝礼支出について（大阪市立築港中学校学校元気アップ地域本部実施分）
34,200

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　港区別室登校等サポーター配置にかかる報償金の支出について（平成２６年１０月分）
23,100

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年１０月分）の支出について
6,400

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年１０月分）の支出について
1,988

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年１０月分）の支出について
1,579

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年１０月分）の支出について
430
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港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年１０月分）の支出について
5,160

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年１０月分）の支出について
2,952

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年１０月分）の支出について
6,400

港区役所 協働まちづくり支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年１０月分）の支出について
6,400

港区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年１１月分葬祭費支払準備金の支出について
100,000

港区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年１１月分出産育児一時金支払準備金の支出について
500,000

港区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般分）１１月分の窓口支払資金の支出について
50,000

港区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（退職分）１１月分の窓口支払資金の支出について
10,000

港区役所 窓口サービス課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市港区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託経費（平成26年9月分）の支出について
2,371,274

港区役所 窓口サービス課 平成26年11月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険保険給付費返還金の還付について
35,574

港区役所 窓口サービス課 平成26年11月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分）の口座振替について
667,671

港区役所 窓口サービス課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金・保険グループ）事務用市内出張交通費の支出について（10月分）
480

港区役所 窓口サービス課 平成26年11月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分）の口座振替について
179,431

港区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年８月審査分国保療養費（一般）口座不能分の支給について
16,395

港区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年１１月審査分国保療養費（一般）の支給について
165,686

港区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
77,428

港区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
4,390

港区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
22,417

港区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
3,627,032

港区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理グループ）事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
842,397

港区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分）の口座振替について
160,770

港区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
191,434

港区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,813

港区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
276,520

港区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
247,320

港区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
137,300

港区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１６件）
91,228

港区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
2,544

港区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護報酬の支出について（１件）
4,200

港区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護報酬の支出について（１件）
39,200

港区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具２件　住宅改修２件）
100,749

港区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（２件）
7,560

港区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について
295,217

港区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（６件）
18,610

港区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
4,080

港区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる長期入院患者診療報酬の支出について（１件）
41,760

港区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる非指定医療機関診療報酬の支出について（１件）
17,260

港区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（１件）
213,220

港区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 八幡屋保育所にかかる平成２６年１１月分消耗品費（特別保育）の支出について
10,000

港区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所（２ヶ所）にかかる平成２６年１１月分消耗品費（通常保育）の支出について
60,000

港区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療費助成の支出について（平成２６年１０月８日審査決定分）
704,761

港区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
431,896

港区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成の支出について（平成２６年１０月８日審査決定分）
203,623

港区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（３件）
24,082

港区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（３件）
568,156

港区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（１件）
213,220

港区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成の支出について（平成２６年１０月８日審査決定分）
180,789

港区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000
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港区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見等市長審判請求に係る診断書作成料の支出について
3,240

港区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区民健康アップ事業（健港プロジェクトXアドバンスコース１０月１０日実施分）にかかる講師報償金の支出について
6,140

港区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
35,264

港区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
17,880

港区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
10,500

港区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
16,877

港区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（１件）
33,000

港区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について
38,880

港区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる家財道具処分代の支出について
77,328

港区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる長期入院患者診療報酬の支出について（１件）
43,200

港区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（１件）
3,240

港区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる検診料等の支出について
890

港区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（１件）
220,460

港区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業　歯科健康相談報償金の支出について（平成26年10月16日分）
31,190

港区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
239,356

港区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
19,226

港区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
63,080

港区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
261,698

港区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（８件）
136,895

港区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（４件）
22,395

港区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（２件）
10,000

港区役所 保健福祉課 平成26年11月07日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成２６年度母子寡婦福祉貸付金の支出について（母子貸付金・第３四半期分）
524,000

港区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
47,893

港区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について
5,800

港区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（２件）
18,193

港区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具３件　住宅改修１件）
19,986

港区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（１件）
213,960

港区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
14,900

港区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について
49,180

港区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について
260,938

港区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（２件）
11,200

港区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる検診料等の支出について（２件）
3,840

港区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について
29,000

港区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について
6,730

港区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる家財処分代の支出について
87,372

港区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（２件）
10,080

港区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（２件）
5,000

港区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法にかかる就労自立給付金の支出について（１件）
79,304

港区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成の支出について（平成２６年１０月９日審査決定分）
136,078

港区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
200,460

港区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
24,400

港区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（４件）
59,388

港区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について
86,918

港区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者　非指定医療機関診療報酬の支出について（１件）
14,920

港区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（２件）
435,196

港区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,149
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港区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
46,007

港区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業用給付金の支出について
76,989

港区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるオムツ代の支出について（２件）
20,163

港区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（４件）
14,640

港区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業にかかる１０月分講師料の支出について
10,440

港区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
32,445

港区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
31,345

港区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

港区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
63,477

港区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
10,783

港区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

港区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

港区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,895

港区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
2,039

港区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
17,501

港区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
41,217

港区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
15,091

港区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,895

港区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
419

港区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,895

港区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

港区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
29,888

港区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
93,410

港区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
227,818

港区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
15,180

港区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
159,000

港区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（２件）
294,624

港区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費資金前渡について（平成２６年度１１月）出産扶助
3,240

港区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査事業　乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（平成26年10月分）
343,280

港区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　ペアレントメンター事業「ピア・カウンセリング」（10月28日実施）に係る報償費の支出について
25,800

港区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
4,320

港区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
16,764

港区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
2,592

港区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（４件）
16,380

港区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる検診料等の支出について
29,590

港区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
108

港区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
4,234

港区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
648

港区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
2,460

港区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
150

港区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
9,360

港区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
10,200

港区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　インデックス青外19点の購入経費の支出について
10,212

港区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用消耗品（アルカリ乾電池外９点）の購入経費の支出について
12,535

港区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　インデックス青外19点の購入経費の支出について
23,781

港区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　インデックス青外19点の購入経費の支出について
11,664

港区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
229,197

港区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
14,085
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港区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
37,801

港区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
22,985

港区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（８件）
118,080

港区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（２件）
6,480

港区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（４件）
16,380

港区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　インデックス青外19点の購入経費の支出について
2,592

港区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　インデックス青外19点の購入経費の支出について
21,674

港区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　インデックス青外19点の購入経費の支出について
5,842

港区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育事務用消耗品（蛍光マーカー外６点）の購入経費の支出について
12,494

港区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　インデックス青外19点の購入経費の支出について
245

港区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１件）
8,060

港区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２６年度１２月分）
30,000,000

港区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２６年度１２月分）
16,000,000

港区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２６年度１２月分）
300,000

港区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について
121,375

港区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具３件　住宅改修３件）
29,681

港区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２６年度１２月分）
800,000

港区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（２件）
7,560

港区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１件）
2,960

港区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（４件）
12,400

港区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２６年度１２月分）
900,000

港区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（１件）
216,200

港区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（２件）
177,600

港区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
154,522

港区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（２件）
11,225

港区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について
3,000

港区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について
4,320

港区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業　BCG接種医師報償金にかかる支出について（平成26年11月分）
49,780

港区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所（２ヶ所）にかかる平成２６年１１月分給間食費の支出について
1,307,880

港区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（４件）
260,797

港区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２６年度１１月）出産扶助
6,000

港区役所 保健福祉課 平成26年11月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成２６年度母子寡婦福祉貸付金の支出について（寡婦貸付金・第３四半期分）
162,000

港区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成26年10月分）
540

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 港区事務所運営費にかかる市内出張交通費（１０月分）の支出について
810

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 要保護児童対策にかかる市内出張交通費（１０月分）の支出について
1,360

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
82

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民健康アップ事業にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
1,968

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 地域福祉推進にかかる市内出張交通費（１０月分）の支出について
420

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 総合福祉システム操作研修にかかる市内出張交通費（１０月分）の支出について
2,580

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
820

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 療育手帳交付事務に係る市内出張交通費（１０月分）の支出について
1,750

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用１０月分後納郵便料金の支出について
21,992

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 被虐待障がい者の身柄移送に伴うタクシー代の支出について
960

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 老人保護措置業務にかかる市内出張交通費（１０月分）の支出について
680

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 敬老優待乗車証交付事務用消耗品（クリアポケットリフィール外３点）の購入経費の支出について
2,971

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用１０月分後納郵便料金の支出について
920
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港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成26年10月分）
960

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
2,370

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成26年10月分）
4,740

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成26年10月分）
320

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成26年10月分）
1,520

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成26年10月分）
3,440

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
549,104

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について
27,000

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる検診料等の支出について
8,820

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
246

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
338

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
492

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業　歯科健康相談報償金の支出について（平成26年11月10日分）
31,190

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育教材用タペストリー外１点の購入経費の支出について
39,623

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
31,804

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
8,460

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保育事務にかかる市内出張交通費（７・８月分）の支出について
1,920

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
246

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用１０月分後納郵便料金の支出について
401,484

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用１０月分後納郵便料金の支出について
55,482

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用１０月分後納郵便料金の支出について
22,342

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）保育ママバンビ共同保育所に係る業務委託料の支出について（平成２６年１０月分）
1,135,750

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）保育ママ　風の丘保育園に係る業務委託料の支出について（平成２６年１０月分）
1,130,450

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）保育ママ　きららもとまち保育園に係る業務委託料の支出について（平成２６年１０月分）
1,088,190

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業所キングダム・キッズ磯路運営業務委託料の支出について（平成２６年１０月分）
905,840

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用１０月分後納郵便料金の支出について
68,072

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用１０月分後納郵便料金の支出について
48,940

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
13,722

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 母子貸付事務用消耗品（ＰＲＯテープカートリッジ外８点）の購入経費の支出について
10,007

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用１０月分後納郵便料金の支出について
48,744

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
88,848

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護認定審査会事務にかかるコピー料金の支出について（平成２６年１０月分）
4,957

港区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 高齢者虐待防止にかかる市内出張交通費（１０月分）の支出について
1,640

大正区役所 総務課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用コピー代の支出について（９月分）
50,952

大正区役所 総務課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（10月分）
900,431

大正区役所 総務課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（10月分）
114,662

大正区役所 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用消耗品の購入について(名札クリップ　外４点)
24,386

大正区役所 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区庁舎設備維持用消耗品の購入にかかる経費の支出について（エコセーフ掲示板　外6点）
83,689

大正区役所 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般事務用消耗品の購入について(名札クリップ　外４点)
76,140

大正区役所 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大正区役所市外通話料の支出について（９月使用分）
4,974

大正区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 大正区地域活性化事業の実施連携調整及び区ＰＲブースの出展について（管外出張）
75,200

大正区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 産業廃棄物運搬処理業務にかかる経費の支出について（９月分）
7,834

大正区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（10月分）
169,453

大正区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（10月分）
22,834

大正区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
302

大正区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
551

大正区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(10月分）
9,288

大正区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内カラープリンター賃貸借長期継続契約にかかる経費の支出について（８月分）
5,670
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大正区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内カラープリンター賃貸借長期継続契約にかかる経費の支出について（９月分）
5,670

大正区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内カラープリンター賃貸借長期継続契約にかかる経費の支出について（１０月分）
5,670

大正区役所 総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課における市内出張交通費の支出について（９月分）
35,014

大正区役所 総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 総務課における市内出張交通費の支出について（９月分）
360

大正区役所 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 大阪市災害対策用職員住宅にかかる通信運搬費の支出について（１０月使用分）
3,038

大正区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
2,808

大正区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用デジタル印刷機（輪転機）消耗品購入にかかる経費の支出について
257,040

大正区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（１０月分）
120,212

大正区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（１０月分）
1,026

大正区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（１０月分）
57,585

大正区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（１０月分）
594

大正区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
3,500

大正区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区役所総合案内窓口業務従事者派遣にかかる経費の支出について（１０月分）
169,860

大正区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市大正区役所庁舎清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（１０月分）
315,900

大正区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所庁舎内トイレの消臭芳香設備賃貸借契約にかかる経費の支出について（１０月分）
21,060

大正区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区）一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
18,460

大正区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ケーブルテレビ視聴契約にかかる経費の支出について（１０月分）
410

大正区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区）一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
194,660

大正区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ケーブルテレビ視聴契約にかかる経費の支出について（１０月分）
4,380

大正区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策職員住宅の家賃支払いに係る経費の支出について（１２月分）
97,400

大正区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度大正区役所接遇研修にかかる経費の支出について
265,940

大正区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（11月分）
2,160

大正区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
1,263

大正区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 大正区広報紙「こんにちは大正」（１１月号）印刷にかかる経費の支出について
224,208

大正区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について（10月分）
734

大正区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政会議用等後納郵便料金（10月分）の支出について
9,758

大正区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用後納郵便料金（１０月分）の支出について
16,222

大正区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 学校選択制用等料金受取人払郵便料金（１０月分）の支出について
97

大正区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（11月分）
12,120

大正区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般廃棄物運搬処理業務にかかる経費の支出について（１０月分）
5,199

大正区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区広報紙「こんにちは大正」（１１月号）企画編集業務委託の経費の支出について
190,080

大正区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 統計事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
9,608

大正区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
656

大正区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
4,416

大正区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校選択制用等料金受取人払郵便料金（１０月分）の支出について
16,005

大正区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 区政会議用等後納郵便料金（10月分）の支出について
500

大正区役所 市民協働課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習ルーム事業及び学校体育施設開放事業用消耗品の購入について（９月依頼分）
18,382

大正区役所 市民協働課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習ルーム事業及び学校体育施設開放事業用消耗品の購入について（９月依頼分）
9,064

大正区役所 市民協働課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 種花事業に係る花と緑の研修園休憩室用電気料金の支出について（１０月分）
747

大正区役所 市民協働課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成26年度大阪市青少年福祉委員活動交付金の支出について
89,000

大正区役所 市民協働課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（防災防犯）事務用市内出張交通費の支出について（９月分）
1,560

大正区役所 市民協働課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（９月分）
4,300

大正区役所 市民協働課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 T-1ライブグランプリ２０１４予選第３回開催に係る審査員報酬の支出について
34,400

大正区役所 市民協働課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大正区コミュニティ育成事業（区民レクリエーション大会等事業、ふれあい生涯学習フェスティバル事業含む）の業務委託経費の支出について（第２四半期分）
3,825,483

大正区役所 市民協働課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
3,500

大正区役所 市民協働課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（平尾・鶴浜小）
34,400

大正区役所 市民協働課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 はぐくみネット事業用消耗品の購入について（１０月依頼分）
85,536

大正区役所 市民協働課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 はぐくみネット事業用消耗品の購入について（１０月依頼分）
63,150
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大正区役所 市民協働課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 高 低温度計ほか１４点の購入に係る経費の支出について(種から育てる花づくり事業用）
263,584

大正区役所 市民協働課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１０月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外４事業）
22,464

大正区役所 市民協働課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１０月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外４事業）
1,804

大正区役所 市民協働課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１０月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外４事業）
1,066

大正区役所 市民協働課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１０月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外４事業）
400

大正区役所 市民協働課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１０月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外４事業）
3,280

大正区役所 市民協働課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度啓発指導員（サイクルサポーター）による放置自転車対策業務委託にかかる経費の支出について
284,937

大正区役所 市民協働課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策用携帯電話代の支出について（１０月分）
9,553

大正区役所 市民協働課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（市民協働）市内出張交通費（１０月分）の支出について
8,900

大正区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用消耗品の購入に係る経費の支出について（９月分、大正東中学校ほか依頼分）
57,132

大正区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 大正会館３階ホール天井の安全確認及び修繕にかかる経費の支出について(区役所附設会館管理運営業務用)
248,400

大正区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年１１月分国民健康保険葬祭費の支出について
50,000

大正区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年１１月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
420,000

大正区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般）還付支払資金の支出について（１１月分）
40,000

大正区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出退職）還付支払資金の支出について（１１月分）
10,000

大正区役所 窓口サービス課 平成26年11月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金の支出について(平成26年9月分)
8,943

大正区役所 窓口サービス課 平成26年11月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年１１月分国民健康保険葬祭費の支出について
300,000

大正区役所 窓口サービス課 平成26年11月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年１１月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
703,040

大正区役所 窓口サービス課 平成26年11月11日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 財産調査返信用郵便切手の購入について
37,400

大正区役所 窓口サービス課 平成26年11月12日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般）還付金の支出について
42,283

大正区役所 窓口サービス課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ライフイベント事業における事業用記念品の購入について
176,472

大正区役所 窓口サービス課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大正区窓口サービス課（住民情報）証明発行等業務委託料の支出について（９月分）
2,153,778

大正区役所 窓口サービス課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区窓口サービス課（住民情報）証明発行等業務委託料の支出について（９月分）
186,013

大正区役所 窓口サービス課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）市内出張交通費（９月分）の支出について
2,140

大正区役所 窓口サービス課 平成26年11月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年１１月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
30,000

大正区役所 窓口サービス課 平成26年11月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（１１月支払分）
1,392,790

大正区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）における住民登録・戸籍事務用消耗品の購入について
20,300

大正区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）における後納郵便料の支出について（１０月分）
59,342

大正区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成26年6月分)
300

大正区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成26年10月分)
8,888

大正区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）における後納郵便料の支出について（１０月分）
164

大正区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成26年6月分)
962

大正区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成26年10月分)
3,501,740

大正区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成26年6月分)
1,900

大正区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成26年10月分)
534,685

大正区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年１１月分国民健康保険葬祭費の支出について
350,000

大正区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年１０月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
1,897,916

大正区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成26年10月分)
58,598

大正区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成26年10月分)
48,185

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－56
45,797

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－64
12,676

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－62
287,676

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－86
85,320

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－60
244,917

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
22,560

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
29,162

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
12,240

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
5,840
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大正区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費　断酒会）の支出について
5,500

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
18,900

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
4,550

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（非指定医療機関診療費）の支出について
161,380

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（非指定医療機関診療費）の支出について
205,170

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
8,520

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
3,440

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（非指定医療機関診療費）の支出について
26,120

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検査料）の支出について
5,700

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
11,920

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
3,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
76,070

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立大正保育所に対する消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（１１月分）
10,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立大浪保育所、市立大正保育所に対する消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（１１月分）
60,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（９月分）
460

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－92
6,581

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－71
292,811

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－82
34,275

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（９月分）
2,250

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務にかかる救護施設への職員の管外出張について
2,060

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
4,200

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
8,925

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
2,100

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
232,680

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（９月分）
1,767

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（９月分）
3,533

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（９月分）
1,060

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（９月分）
5,418

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（９月分）
420

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（９月分）
720

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「ハートプラスマーク」周知用チラシ・ポスター印刷に係る経費の支出について
53,568

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 障がい者福祉施策関係業務にかかる手引追録の購入経費の支出について
3,900

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（９月分）
13,423

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-123
196,880

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-297他5件
95,900

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務（高齢）用コピー代の支出について（９月分）
2,800

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務（高齢）用コピー代の支出について（９月分）
4,471

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検査料）の支出について
26,040

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）33－15
9,809

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）33－23
9,809

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）33－20
15,609

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－83
30,654

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）33－21
10,899

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
48,856

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
43,200

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
2,560

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
46,081

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
7,867
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大正区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
123,868

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費、校外活動費）の支出について
33,867

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（食費・滞在費）の支出について
22,870

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（食費・滞在費）の支出について
4,460

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
37,970

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
5,229

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
61,625

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
9,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
6,289

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（訪問看護利用料）の支出について
4,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者診療報酬）の支出について
43,200

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
173,990

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
2,100

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
15,800

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
231,320

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
219,220

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
217,540

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
5,500

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
213,220

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
150,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
29,025

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
156,410

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（非指定医療機関診療費）の支出について
856,310

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,548

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
10,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
3,456

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
17,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
11,741

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
58,500

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
5,376

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）の支出について
7,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
14,100

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
1,944

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
200

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
13,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
410

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
3,715

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（４～９月分）
4,280

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（４～９月分）
8,730

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（４～９月分）
210

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（４～９月分）
1,440

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（４～９月分）
8,900

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（４～９月分）
240

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（４～９月分）
380

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－91
55,271

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－102
31,440

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－97
9,432

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）23－17
387,456
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大正区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－94
46,007

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用（一般）コピー代の支出について（９月分）
6,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用（一般）コピー代の支出について（９月分）
1,800

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用（一般）コピー代の支出について（９月分）
2,751

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用（一般）コピー代の支出について（９月分）
1,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用（一般）コピー代の支出について（９月分）
3,500

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用（一般）コピー代の支出について（９月分）
5,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０/３０支出分)
9,500

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
22,046

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
8,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
15,240

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
3,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
10,400

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
2,460

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
880

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 保健業務用車両の自動車損害賠償保障法に規定する責任保険にかかる経費の支出について
27,840

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 保健業務用車両の車検整備にかかる自動車重量税の経費の支出について
32,400

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-63
17,800

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
7,080

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 地方自治法施行令第159条に基づく戻入金の過誤納付による支出について
3,075

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
15,120

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－99
71,965

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－106
34,200

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
36,029

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
9,180

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
166,387

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
4,200

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
6,480

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
221,476

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立大浪保育所、市立大正保育所に対する賄材料費の支出について（11月分）
1,284,040

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について　その６(代理寺領方式)券番号41-06
298,857

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（１２月１回目）
32,000,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（１２月１回目）
12,500,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（１２月１回目）
450,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（１２月１回目）
500,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育事務にかかる消耗品購入経費の支出について
33,091

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 委託料　委託料 行路死亡人取扱費の不適切経理処理にかかる過年度支出について
296,950

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大正区発達障がいサポーター報償金の支払いについて（10月分）
240,386

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
460

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
18,360

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
81,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
1,700

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
6,170

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
3,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
4,720

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
64,220

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
192,288

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費にかかる医療費の支出について（１１月２６日支払分）
625,103
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大正区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費にかかる医療費の支出について（１１月２６日支払分）
172,192

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
209,400

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
203,054

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費、教材代）の支出について
69,358

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
15,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
17,040

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費にかかる医療費の支出について（１１月２６日支払分）
89,747

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費にかかる医療費の支出について（１１月２６日支払分）
19,088

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
2,100

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
27,331

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（10月分）
560

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
41,186

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
894

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
1,616

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
1,432

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（10月分）
1,740

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
1,350

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
164

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
3,703

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
410

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
82,950

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費、教材代）の支出について
223,686

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費、校外活動費）の支出について
75,435

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（居住費）の支出について
59,100

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
3,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
5,250

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検査料）の支出について
24,860

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
4,766

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
22,745

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
1,808

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
17,406

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
296,984

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
328

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
68,896

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
49,073

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子福祉貸付金　転宅資金(平成26年11月支給分)の支出について
260,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
19,296

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（10月分）
840

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
1,998

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
51,516

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
4,916

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
24,642

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
2,764

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（10月分）
720

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
369

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
1,396

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
1,547

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て応援講座　10月30日開催　発達障がいの理解と支援「ほめて伸ばす前向き子育て」の講師料の支出について
22,800
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大正区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大正区身体・知的障がい者相談員にかかる報償金の支出について（第１・２四半期）
68,400

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
740

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
5,820

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
1,270

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
246

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１１／５支払分）
351

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（１０月分）
47,925

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（１０月分）
302,325

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（11/5・11/10支出分)
2,100

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（１０月分）
570

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（１０月分）
9,000

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
20,600

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
6,798

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
72,780

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（居住費）の支出について
6,560

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
11,460

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
6,470

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
25,680

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者診療報酬）の支出について
35,750

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
800

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
174

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
164

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
533

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
164

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
246

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
92

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
410

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業にかかる講師謝礼（１０月分）の支出について
9,920

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
8,800

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
164

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業所設置運営業務委託経費の支出について（１０月分）
1,082,650

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
6,488

大正区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
164

天王寺区役所 企画総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎設備維持用　受水槽清掃・水質検査にかかる経費の支出について（前期分）
91,800

天王寺区役所 企画総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成２６年度天王寺区広報紙印刷業務における所要経費の支出について（平成２６年１０月号）
491,400

天王寺区役所 企画総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用ファックス回線使用料の支出について（９月分）
33,812

天王寺区役所 企画総務課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用電話機ほか５点の買入にかかる経費の支出について
148,284

天王寺区役所 企画総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（１０月分）
4,821

天王寺区役所 企画総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（１０月分）
4,168

天王寺区役所 企画総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（１０月分）
6,000

天王寺区役所 企画総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金への繰入金の支出について（１０月分）
950

天王寺区役所 企画総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金への繰入金の支出について（１０月分）
324

天王寺区役所 企画総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金への繰入金の支出について（１０月分）
2,200

天王寺区役所 企画総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入金の支出について（１０月分）
260

天王寺区役所 企画総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎設備維持用　大阪市天王寺区役所庁舎・大阪市天王寺区保健福祉センター分館庁舎清掃委託業務にかかる経費の支出について（１０月分）
376,020

天王寺区役所 企画総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎設備維持用保健福祉センター分館機械警備業務に係る経費の支出について（１０月分）
4,104

天王寺区役所 企画総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度天王寺区役所庁舎産業廃棄物搬出処理業務にかかる経費の支出について（10月分）
28,080

天王寺区役所 企画総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度 庁内情報利用パソコン等機器 （天王寺区役所） 一式 長期借入にかかる経費の支出について（10月分）
129,772
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天王寺区役所 企画総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（天王寺区）一式長期借入経費の支出について（１０月分）
36,702

天王寺区役所 企画総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度 庁内情報利用パソコン等機器 （天王寺区役所） 一式 長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
5,757

天王寺区役所 企画総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎設備維持用ケーブルテレビ使用料の支出について（平成26年10月分）
4,730

天王寺区役所 企画総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度天王寺区役所一般廃棄物収集運搬業務にかかる経費の支出について（１０月分）
7,560

天王寺区役所 企画総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 一般管理用市内出張交通費の支出について（６月・９月分）
600

天王寺区役所 企画総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理用市内出張交通費の支出について（６月・９月分）
33,943

天王寺区役所 企画総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成26年１０月分）
11,148

天王寺区役所 企画総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成26年１０月分）
191,689

天王寺区役所 企画総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成26年１０月分）
12,567

天王寺区役所 企画総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成26年１０月分）
24,895

天王寺区役所 企画総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用中央監視装置リモートユニットの購入にかかる経費の支出について
302,400

天王寺区役所 企画総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報業務用企画総務課（広聴広報）にかかる後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
2,762

天王寺区役所 企画総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
2,628

天王寺区役所 企画総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成２６年度天王寺区広報紙新聞折込広告業務における所要経費の支出について（平成２６年１１月号）
329,491

天王寺区役所 企画総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度天王寺区広報紙企画編集業務委託における所要経費の支出について（平成２６年１１月号）
283,500

天王寺区役所 企画総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
22,728

天王寺区役所 企画総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 統計調査事務用料金受取人払後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
1,843

天王寺区役所 企画総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
1,228

天王寺区役所 企画総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
4,428

天王寺区役所 市民協働課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課各種イベント用　ダンボール製ゴミ箱購入経費の支出について
7,992

天王寺区役所 市民協働課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市天王寺区地域活動協議会補助金の支出について（天王寺連合地域活動協議会）
187,500

天王寺区役所 市民協働課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会に係る講師謝礼金の支出について（平成26年10月2日実施　味原幼稚園ＰＴＡ）
14,200

天王寺区役所 市民協働課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立天王寺区民センター自動扉開閉装置保守点検業務にかかる経費の支出について（９月１０日実施分）
44,280

天王寺区役所 市民協働課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市天王寺区における新たな地域コミュニティ支援事業にかかる経費の支出について（４～９月分）
6,955,000

天王寺区役所 市民協働課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立天王寺区民センター機械警備業務にかかる経費の支出について（１０月分）
4,212

天王寺区役所 市民協働課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立天王寺区民センター庁舎清掃業務にかかる経費の支出について（１０月分）
85,500

天王寺区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成26年10月分）
3,536

天王寺区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成26年10月分）
832

天王寺区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成26年10月分）
1,226

天王寺区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成26年10月分）
692

天王寺区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成26年10月分）
500

天王寺区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成26年10月分）
205

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業収納事務用市内出張交通費（９月分）の支出について
3,660

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年１１月分葬祭費、出産育児一時金支払資金の支出について
100,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年１１月分葬祭費、出産育児一時金支払資金の支出について
450,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金の支出について１１月分支払資金（一般及び退職者）
50,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
105,217

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金の支出について１１月分支払資金（一般及び退職者）
10,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年11月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機消耗品料の支出について（平成２６年９月分）
6,863

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年11月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機消耗品料の支出について（平成２６年９月分）
6,863

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年11月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
43,353

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年11月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年１０月分国民健康保険葬祭費の支出について
300,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年11月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年１０月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
464,720

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約経費の支出について（９月分）
2,555,646

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約経費の支出について（９月分）
347,394

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年11月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年１１月分国民健康保険療養費等の支出について
397,438

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年11月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年１１月分国民健康保険療養費等の支出について
35,396

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年11月26日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
148,505
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天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰入金の支出について（１０月分）
3,240

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）にかかる後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
68,876

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
5,774

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）にかかる後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
17,706

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
3,023,602

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（平成26年10月分）
63,780

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
370,708

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
109,440

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
43,864

天王寺区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（平成26年10月分）
14,978

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
5,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（９月分）
47,304

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
6,912

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
32,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９，１０月分）
30,351

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
19,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
6,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
14,198

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教材代・学校給食費の支出について（９月分）
48,553

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（９月分）
5,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料・画像診断料・診断書料の支出について（１０月分）
6,280

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（９月分）
4,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（９月分）
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１０月分）
5,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助の支出について（１０月分）
244,416

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費特別保育分（平成26年11月分）の支出について
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（平成26年11月）の支出について
60,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,768

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領承認）
6,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
281,859

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,034

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
125,760

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成26年度　第２回コホート検討会参画医師の報償金の支出について
11,360

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 天王寺区子育て情報博覧会事業における子育て情報博覧会説明会にかかる講師謝礼の支出について
59,240

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
16,680

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
1,501

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
8,053

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
5,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
3,690

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
1,450

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
3,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
6,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
2,900

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
6,350

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　断酒会参加のための移送費（交通費）の支出について（９月分）
1,670



平成26年度（平成26年11月）　公金支出情報

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

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
10,150

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（入浴補助用具）の支出について（１０月分）
1,626

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（９月分）
6,120

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（９月分）
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（９月分）
920

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（１０月分）
660

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（９月分）
5,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
54,627

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,257

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
81,744

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
83,106

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２６年８、９月分）の支出について
640

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 天王寺愛あいふれあいまつり事業用養生テープ（半透明）外１９点の購入にかかる経費の支出について
93,422

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２６年８、９月分）の支出について
1,260

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２６年８、９月分）の支出について
960

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２６年８、９月分）の支出について
2,520

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２６年８、９月分）の支出について
1,120

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２６年８、９月分）の支出について
320

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 天王寺愛あいふれあいまつりにかかる講師謝礼の支出について
20,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
11,034

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（ストーマ用装具蓄便袋）の支出について（６，７，８月分）
15,658

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（９月分）
5,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について（１０月分）
4,390

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（８月分）
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（右膝装具）の支出について（１０月分）
23,422

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料（診断書・意見書作成）の支出について（１０月分）
5,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（右肘装具）の支出について（１０月分）
66,076

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（９月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,369

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,257

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費（平成25年11月～平成26年３月分）の支出について
11,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費（平成25年11月～平成26年３月分）の支出について
11,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
45,642

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
68,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
35,576

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
22,827

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
10,629

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費（９月分）の支出について
3,290

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（１０月分）
14,580

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１０月分）
2,160

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（９月分）
3,240

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：タクシー）の支出について（９月分）
3,890

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
194,880

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
7,496

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（９月分）
47,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　検査料の支出について（８月分）
12,000
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天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（９月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（９月分）
5,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助（法外援護費・出生証明書）の支出について（８月分）
53,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護費　就労自立給付金の支出について（１０月決定分）
19,703

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 天王寺愛あいふれあいまつりにかかる音響業務委託の経費の支出について
75,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
13,959

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
14,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（８月分）
97,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
2,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助の支出について（１０月分）
221,976

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ接種医師報償金の支出について（平成２６年１０月分）
49,780

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　アルカリ乾電池外３２点の購入にかかる経費の支出について
14,532

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年１０月後半分）
2,430

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年１０月後半分）
4,899

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　アルカリ乾電池外３２点の購入にかかる経費の支出について
31,584

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　燃料費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年１０月後半分）
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種健診事業実施に伴う報償金の支出について（平成２６年１０月分）
280,900

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　アルカリ乾電池外３２点の購入にかかる経費の支出について
8,752

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年１０月後半分）
6,132

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　アルカリ乾電池外３２点の購入にかかる経費の支出について
7,322

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 高齢者見守りサポーター事業用Ａ４カラ―コピー用紙外１１点の購入及び同経費の支出について
43,714

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰入金の支出について（１０月分）
500

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（１０月分）
118,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 健康講座用　ハンズフリー拡声器の購入にかかる支出について
18,792

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 地域健康講座用（壮年期）ホワイトボードの購入にかかる支出について
21,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（１０月分）
97,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教材代・学校給食費の支出について（１０月分）
36,333

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（近用メガネ・遠用メガネ）の支出について（１０月分）
32,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・意見書料の支出について（１０月分）
4,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（９月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（１０月分）
60,480

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：タクシー）の支出について（９月分）
9,440

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡）の支出について（１０月分）
30,700

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（遠近両用眼鏡）の支出について（１０月分）
22,042

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,490

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
3,640

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
2,040

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
540

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
48,230

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
23,849

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
111,540

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（１０月分）
44,884

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（１０月分）
20,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教材代・学校給食費の支出について（１０月分）
16,980

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（介護タクシー）の支出について（７月分）
8,000
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天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車・バス）の支出について（９，１０月分）
2,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
540

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　損害保険料 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 高齢者福祉業務用独居高齢者等見守りサポーター事業地域ボランティアリーダー活動謝礼の支出について（平成２６年９月分）
39,166

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費１２月分の支出について
14,000,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費１２月分の支出について
7,000,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費１２月分の支出について
200,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費１２月分の支出について
300,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業の業務委託経費の支出について【ＴＯＴ保育ママ　10月分】
1,123,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業の業務委託経費の支出について【保育ママあかつき　10月分】
1,103,350

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業の業務委託経費の支出について【かのん保育ママ　10月分】
1,079,897

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所給食費（平成26年11月）の支出について
1,267,880

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 天王寺区介護認定審査会にかかるお茶他１８点の購入の経費の支出について
40,633

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 天王寺区介護認定審査会にかかるお茶他１８点の購入の経費の支出について
7,587

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 天王寺区介護認定審査会にかかるお茶他１８点の購入の経費の支出について
10,147

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１０月分）
2,427

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（１０月分）
32,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１０月分）
2,591

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１０月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（メガネ）の支出について（１０月分）
19,912

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（遠近両用メガネレンズ）の支出について（１０月分）
18,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１０月分）
3,240

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（右肩装具）の支出について（１０月分）
29,815

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１０月分）
3,240

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
31,440

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座にかかる講師料の支払について（１０月分）
14,140

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
690

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（１０月分）にかかる支出について
42,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用文書送付用料金後納郵便料金の支出について（料金受取人払い・１０月分）
31,161

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用文書料金後納郵便料金の支出について（後納郵送料・１０月分）
182,909

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１０月分）
17,850

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１０月分）
41,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１０月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（１０月分）
28,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１０月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１０月分）
6,710

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　校外活動費・学校給食費の支出について（１０月分）
111,236

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（１０月分）
45,444

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（１０月分）
16,492

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（１０月分）
49,876

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（１０月分）
25,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（１０月分）
40,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（矯正眼鏡）の支出について（１１月分）
20,520

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（ストマ装具蓄便袋）の支出について（９月分）
30,840

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１０月分）
5,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１０月分）
5,480

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（９月分）
960

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡）の支出について（１１月分）
22,454
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天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１０月分）
5,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭費の支出について（１１月分）
213,220

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
164

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
410

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
164

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
1,066

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
164

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
164

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
11,876

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業講師料の支出について（１０月分）
9,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業講師料の支出について（１０月分）
10,140

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師料の支出について（１０月分）
18,520

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
3,120

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
2,640

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（１０月分）にかかる支出について
5,166

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
82

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
1,578

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（１０月分）にかかる支出について
316,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（１０月分）にかかる支出について
61,105

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）受取人払い（１０月分）にかかる支出について
194

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（１０月分）にかかる支出について
46,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
16,192

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成26年10月分）
2,644

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便（受取人払）料金の支払いについて（平成26年10月分）
3,201

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成26年10月分）
4,772

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成26年10月分）
7,131

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便（受取人払）料金の支払いについて（平成26年10月分）
15,744

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成26年10月分）
30,159

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成26年10月分）
9,868

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
2,214

天王寺区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成26年10月分）
529

天王寺区役所 危機管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度自転車利用適正化事業用啓発指導員による放置自転車対策業務にかかる支出について（９月分）
94,003

天王寺区役所 危機管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 天王寺区家具転倒防止器具取付事業　家具転倒防止器具（H26.8月分、9月分）にかかる支払いについて
20,454

天王寺区役所 危機管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 天王寺区家具転倒防止器具取付事業（夕陽丘中学校区）業務委託（4月～10月　事前調査実施分、取付実施分）にかかる支払いについて
85,320

天王寺区役所 危機管理課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域における自助・共助力の向上支援事業　携帯電話料金（ワイヤレス通信ネットワークサービス）の支払いについて（Ｈ26年10月分）
3,994

天王寺区役所 危機管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
1,722

天王寺区役所 危機管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
6,901

天王寺区役所 危機管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
280

天王寺区役所 危機管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
738

浪速区役所 総務課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話通信通話経費（平成26年10月分）の支出について
10,800

浪速区役所 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　印刷製本費 選挙常時啓発用選挙のしおりの印刷経費の支出について
45,360

浪速区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度浪速区庁舎管理用機械警備機器保守点検の実施経費の支出について（１０月分）
24,840

浪速区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区一般事務用総合窓口案内員の派遣業務委託の実施経費の支出について（１０月分）
218,808

浪速区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度浪速区庁舎管理用一般廃棄物運搬処理業務委託（概算）の実施経費の支出について（10月分）
4,717

浪速区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区庁舎管理用産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算）の実施経費の支出について（１０月分）
16,480

浪速区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（浪速区）一式の長期借入の実施経費の支出について(平成26年10月分)
27,528

浪速区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報端末（視覚障がい者用）の借入にかかる経費の支出について（26年10月分）
30,348

浪速区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（浪速区）一式の長期借入の実施経費の支出について（平成26年10月分）
167,859
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浪速区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障害サポート事業の実施に伴う所要経費の支出について（日東小学校１０月分）
3,836

浪速区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障害サポート事業の実施に伴う所要経費の支出について（難波元町小学校１０月分）
8,020

浪速区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金（平成26年10月分）への繰入について
7,845

浪速区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
15,541

浪速区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
4,920

浪速区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
416

浪速区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業　平成26年度（11月号）浪速区広報紙企画編集及び印刷業務委託に係る経費の支出について（概算契約）
318,767

浪速区役所 総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総合企画担当業務用　市内出張交通費（26年10月分）の支出について
360

浪速区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 広報事業用　平成26年度（11月号）浪速区広報紙新聞折込広告業務に係る経費の支出について
89,609

浪速区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業　新聞未購読世帯への浪速区広報紙（11月号）配付業務に係る経費の支出について（概算契約）
50,076

浪速区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成26年9、10月分）の支出について
12,880

浪速区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成26年10月分）の支出について
9,004

浪速区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成26年10月分）の支出について
149,069

浪速区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成26年10月分）の支出について
9,169

浪速区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成26年10月分）の支出について
10,656

浪速区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課各種事務用後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
1,628

浪速区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画業務用　郵便料金（26年10月分）の支出について
5,115

浪速区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用　インターネット回線使用料（26年10月分）の支出について
4,716

浪速区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画業務用　郵便料金（26年10月分）の支出について
1,649

浪速区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎管理用庁舎清掃業務委託の実施経費の支出について（平成26年10月分）
430,992

浪速区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課各種事務用後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
3,338

浪速区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年経済センサス基礎調査及び商業統計調査にかかる受取人払い郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
388

浪速区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務（常時）用後納郵便料（平成26年10月分）の支出について
1,798

浪速区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務（常時）用後納郵便料（平成26年10月分）の支出について
2,250

浪速区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員総選挙事務における不在者投票用紙等送付用レターパック510の購入及び同経費の支出について
66,300

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について
1,786

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付支払用資金（１１月分）の支出について
50,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付支払用資金（１１月分マル退）の支出について
10,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市浪速区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託経費の支出について（平成26年9月分）
2,439,720

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年11月11日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について
33,094

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課における市内出張等旅費の支出について（平成26年10月分）
7,220

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払い基金への繰入について（平成26年10月分）
1,099

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
5,220

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年11月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支払いについて
3,146,577

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年11月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
200,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年11月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
558,560

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年11月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支払いについて
32,451

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年11月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について
78,578

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度窓口サービス課（住民情報）における後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
130,918

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用複写機コピー代金（10月分）の支出について
14,289

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（10月分）の支出について
6,384

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年度窓口サービス課（住民情報）における後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
164

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務用市内出張交通費（10月分）の支出について
720

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（10月分）の支出について
3,831,265

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（10月分）の支出について
889,767

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（10月分）の支出について
77,983

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（10月分）の支出について
8,245

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（10月分）の支出について
40,866
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浪速区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務用市内出張交通費（10月分）の支出について
360

浪速区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（10月分）の支出について
60,998

浪速区役所 市民協働課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度落書き一掃運動人権啓発市民学習会の実施経費の支出について
50,860

浪速区役所 市民協働課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（平成26年8～9月分）
113,000

浪速区役所 市民協働課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市浪速区における新たな地域コミュニティ支援事業にかかる経費の支出について（第３四半期分）
3,750,000

浪速区役所 市民協働課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新世界＆天王寺動物園百年祭支援事業「なにわ百年まちあるき」運営等委託業務の経費の支出について
421,200

浪速区役所 市民協働課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会にかかる講師謝礼金の支出について（日東幼稚園）
22,800

浪速区役所 市民協働課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（人権生涯学習）事業にかかる市内出張旅費(１０月分）の支出について
720

浪速区役所 市民協働課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（人権生涯学習）事業にかかる市内出張旅費(１０月分）の支出について
4,340

浪速区役所 市民協働課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 協働事業等にかかる市内出張旅費（１０月分）の支出について
4,000

浪速区役所 市民協働課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（人権生涯学習）事業にかかる市内出張旅費(１０月分）の支出について
360

浪速区役所 市民協働課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入（１０月分）の支出について
3,858

浪速区役所 市民協働課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入（１０月分）の支出について
20,000

浪速区役所 市民協働課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入（１０月分）の支出について
6,300

浪速区役所 市民協働課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入（１０月分）の支出について
4,322

浪速区役所 市民協働課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 新世界＆天王寺動物園百年祭支援事業（ＰＲ活動）にかかる和歌山県太地町への管外出張旅費の支出について
56,540

浪速区役所 市民協働課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度大阪市人権啓発推進員浪速区連絡会全体会研修会における経費の支出について
2,327

浪速区役所 市民協働課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 緑化推進支援事業用物品の購入経費の支出について
9,288

浪速区役所 市民協働課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策プロジェクト事業用物品の購入経費の支出について
8,208

浪速区役所 市民協働課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習ルーム事業用押し花教室にかかる消耗品経費の支出について
24,470

浪速区役所 市民協働課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト等にかかる携帯電話通信通話料の支出について（平成２６年１０月分）
4,386

浪速区役所 市民協働課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト等にかかる携帯電話通信通話料の支出について（平成２６年１０月分）
1,595

浪速区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 落書き消去活動支援事業用物品の購入経費の支出について
76,032

浪速区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災訓練の実施事業用物品の購入経費の支出について
61,101

浪速区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（１０月分）
465

浪速区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（１０月分）
82

浪速区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（１０月分）
4,216

浪速区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（１０月分）
82

浪速区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２６年１０月分）
574

浪速区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２６年１０月分）
1,148

浪速区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（１０月分）
656

浪速区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２６年１０月分）
486

浪速区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２６年１０月分）
22,515

浪速区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（１０月分）
24,280

浪速区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「啓発指導員による放置自転車対策」業務委託の経費の支出について（１０月分）
417,760

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０４８８外２名
97,800

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０４５９外２件
72,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）９・１０月分の支出について
344,863

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費・校外活動費）８、９月分の支出について
177,105

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年８月分の支出について
219,924

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年８、９、１０月分の支出について
1,494,036

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（特別保育用・１１月分）の支出について
20,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（通常保育用・１１月分）の支出について
90,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）６・８・９・１０月分の支出について
85,480

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）平成２６年８、９月分の支出について
154,585

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）９月分の支出について
165,240

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）８・９月分の支出について
19,600

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（文書料）９月分の支出について
3,240
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浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（法外援護費）９月分の支出について
26,350

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２６年１０月支給決定分②）
13,760

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２６年１０月支給決定分①）
321,160

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２６年１０月支給決定分）
712,960

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）８～１０月分の支出について
226,048

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２６年８、９月分の支出について
101,890

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２６年８、９分の支出について
260,908

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年９月分の支出について
209,352

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年９月分の支出について
624,452

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立てにかかる診断書料の支出について
3,240

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０３２００８１
20,140

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０３２００９１
53,867

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０７６１外２名
39,716

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２６年６～９月分の支出について
162,643

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）平成２６年８、９月分の支出について
225,316

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）１０月分の支出について
2,376

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年８月分の支出について
219,664

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種にかかる医師への報償金の支払いについて（２６年１０月１６日実施分）
49,780

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（高齢者福祉事務用　６月５日分）
432

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）９・１０月分の支出について
118,808

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年９月分の支出について
201,832

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（福祉目的住宅事務用　４月分）
378

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０３２００９０
55,166

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０３２００８４
37,099

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第１４１０３３００１０号
36,539

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）１０月分の支出について
48,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）７・９・１０月分の支出について
15,200

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（眼鏡代・装具代）平成２６年９、１０月分の支出について
285,242

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（出産費）９月分の支出について
45,310

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年８月分の支出について
165,024

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費・校外活動費）４～９月分の支出について
349,801

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）１０月分の支出について
1,670

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０３２００９４
107,984

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年１０月分の支出について
459,796

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診に係る報償金の支出について（平成２６年１０月分）
118,710

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（５．８．９月分）
7,700

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成２６年度大阪市身体障がい者相談員にかかる報償金（上半期）の支出について
45,600

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成２６年度大阪市知的障がい者相談員にかかる報償金（上半期）の支出について
22,800

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）７～１０月分の支出について
98,640

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者診療報酬）９月分の支出について
43,200

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年８月分の支出について
220,744

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（５．８．９月分）
2,620

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉業務雇上に伴う経費の支出について（１０月分）
8,600

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（５．８．９月分）
5,660

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用図書購入経費の支出について（子育て支援）
4,315

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用図書購入経費の支出について（高齢者支援　外）
3,900

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０２２００９９
79,962

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０３２００８７
71,305
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浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）９・１０月分の支出について
258,080

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費）９月分の支出について
234,268

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）１０月分の支出について
23,760

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）１０月分の支出について
12,525

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用図書購入経費の支出について（高齢者支援　外）
8,034

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）９・１０月分の支出について
271,515

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）１０月分の支出について
3,900

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）１０月分の支出について
4,200

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）１０月分の支出について
2,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(眼鏡代・装具代）平成２６年８、１０、１１月分の支出について
356,757

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
10,368

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分－２）
5,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
3,985

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１３００３６
24,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１３００２４
24,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０３４６外１２件
232,242

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２０１２５外１名
98,330

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０２８１外２名
60,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２０１１４
14,920

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）９・１０月分の支出について
197,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年９月分の支出について
177,445

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分－２）
1,503

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分－２）
756

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉業務雇上（うつ病家族教室事業）に伴う経費の支出について
24,800

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
13,994

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分－２）
1,959

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費支払資金の支出について　１２月分
42,339,023

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）９・１０月分の支出について
324,855

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２６年７～１０月分の支出について
154,200

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費支払資金の支出について　１２月分
18,114,389

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費）１０月分の支出について
261,263

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費支払資金の支出について　１２月分
470,190

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費支払資金の支出について　１２月分
200,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）７～１０月分の支出について
81,750

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費支払資金の支出について　１２月分
732,350

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年９月分の支出について
213,220

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所給食賄材料費（１１月分）の支出について
2,424,110

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品、飲物購入経費の支出について（１２月～１月分４８名分）
12,744

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０２２００８８
78,600

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０２２０１０２
46,007

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０３２０１０３
9,777

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（費用支給）１３１０１２０２９８外１７件
337,428

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（生活困窮者自立支援事業　４月～１０月分）
5,460

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）１０月分の支出について
2,052

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）１０月分の支出について
2,754

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品、飲物購入経費の支出について（１２月～１月分４８名分）
12,744

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品、飲物購入経費の支出について（１２月～１月分４８名分）
25,110

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室に係る報償金の支出について（平成２６年１０月分）
11,160
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浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月25日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品、飲物購入経費の支出について（１２月～１月分４８名分）
6,188

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品、飲物購入経費の支出について（１２月～１月分４８名分）
22,264

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品、飲物購入経費の支出について（１２月～１月分４８名分）
3,672

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用消耗品、飲物購入経費の支出について（１２月～１月分４８名分）
3,089

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立てにかかる診断書料の支出について
5,400

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立てにかかる診断書料の支出について
5,400

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度にかかる後見人等報酬助成金の支出について
240,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２６年９、１０月分の支出について
139,190

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２６年９、１０月分の支出について
215,573

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費）６、９、１０月分の支出について
280,947

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（眼鏡代・装具代）平成２６年７、１０、１１月分の支出について
188,590

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２０１２１
154,000

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１３００４３
23,904

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）１０・１１月分の支出について
235,305

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２６年１１月支払分）
370,723

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１０月分一般後納）の支出について
9,020

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１０月分一般後納）の支出について
820

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１０月分一般後納）の支出について
820

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 民連事務用市内出張交通費等の支出について（１０月分）
780

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１０月分一般後納）の支出について
24,100

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１０月分一般後納）の支出について
328

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１０月分一般後納）の支出について
16,914

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１０月分一般後納）の支出について
6,168

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１０月分一般後納）の支出について
1,968

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１０月分一般後納）の支出について
1,312

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１０月分一般後納）の支出について
4,100

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１０月分一般後納）の支出について
656

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１０月分一般後納）の支出について
3,280

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（１０月分）
9,320

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（１０月分）
2,454

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（１０月分）
2,440

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（１０月分）
1,700

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（１０月分）
810

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（１０月分）の支出について
1,782

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（１０月分）の支出について
594,265

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（１０月分）の支出について
186,448

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（１０月分）の支出について
19,797

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（１０月分）の支出について
1,580

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（１０月分）の支出について
338

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（１０月分）の支出について
12,800

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（１０月分）の支出について
2,542

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（１０月分）の支出について
738

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１０月分一般後納）の支出について
4,428

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（１０月分）の支出について
420

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（１０月分）の支出について
2,828

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１０月分一般後納）の支出について
820

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１０月分受取人払）の支出について
420

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１０月分一般後納）の支出について
169,576
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浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１０月分一般後納）の支出について
7,380

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（１０月分）の支出について
246

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１０月分一般後納）の支出について
492

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１０月分受取人払）の支出について
1,132

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１０月分一般後納）の支出について
8,200

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業にかかる委託料の支出について（ぬくもりのおうち保育ママ７）へ性２６年１０月分
966,300

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業所運営業務の委託にかかる委託料の支出について「あい・あい保育園　桜川園」平成２６年１０月分
301,120

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業の委託にかかる委託料の支出について（保育ママ大きなじゃんぐる）平成２６年１０月分
535,300

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業にかかる委託料の支出について（保育ママ事業所　あったかスマイル・なにわ）平成２６年１０月分
704,300

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１０月分一般後納）の支出について
45,050

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１０月分一般後納）の支出について
35,260

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（１０月分）の支出について
14,464

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１０月分一般後納）の支出について
8,200

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１０月分一般後納）の支出について
984

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（１０月分一般後納）の支出について
29,110

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（１０月分受取人払）の支出について
15,376

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（１０月分一般後納）の支出について
17,960

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１０月分一般後納）の支出について
820

浪速区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（１０月分一般後納）の支出について
328

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成26年10月分　庁舎管理維持用ガス使用料の支出について
143,477

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 平成26年10月分　庁舎管理維持用ガス使用料の支出について
25,319

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西淀川区マスコットキャラクターに～よんの商標登録業務委託費の支出について
230,752

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人事総務課事務執行用ふせん外の購入にかかる経費の支出について
274,599

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度　第5回西淀川区区政会議録作成経費の支出について
39,744

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 大阪市西淀川区広報紙印刷業務経費の支出について（平成26年11月号）
328,709

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年9月分　産業廃棄物収集運搬及び処分にかかる経費の支出について
10,206

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年10月分　西淀川区役所庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（長期継続契約)
378,000

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年10月分　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について
10,181

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年10月分　庁内情報利用パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について
145,880

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年10月分　宿直用寝具等借入にかかる経費の支出について
9,504

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年10月分　庁内情報利用端末機等(視覚障がい者用)長期借入にかかる経費の支出について
32,572

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成26年10月分　庁内情報利用パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について
3,170

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年10月分 区役所窓口案内業務従事者派遣にかかる経費の支出について
161,406

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 大阪市西淀川区広報紙新聞折込業務経費の支出について（平成26年11月号）
354,878

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区広報紙編集デザイン業務経費の支出について（平成26年11月号）
174,960

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム用マジックコネクト・モバイルアカウント年間使用料の支出について
11,880

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙人名簿電算事務用プリンタートナーの購入にかかる経費の支出について
22,248

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張交通費の支出について（平成26年10月分）
12,580

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 人事総務課（企画）用市内出張交通費の支出について（平成26年10月分）
960

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年10月分　人事総務課分コピー代金の支出について
1,927

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年10月分　人事総務課分コピー代金の支出について
42,654

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年10月分　人事総務課分コピー代金の支出について
1,401

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内リモコンシステム用　平成２６年１０月分データ通信料の支出について
4,894

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区広報紙配付業務経費の支出について（平成２６年１１月号）
74,131

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１０月分）
17,459

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
736

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報・区民相談・区政会議事業用後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
3,393

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報・区民相談・区政会議事業用後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
4,887
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西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分　人事総務課事務用郵便料金の支出について
6,848

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分　人事総務課事務用郵便料金の支出について
1,196

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報・区民相談・区政会議事業用後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
2,870

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 平成２６年全国消費実態調査における事務用物品購入経費の支出について
7,508

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分　経済センサス基礎調査及び商業統計調査　受取人払後納郵便料金の支出について
388

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分　人事総務課事務用郵便料金の支出について
9,516

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙用　後納郵便料金（平成２６年１０月分）の支出について
1,104

西淀川区役所 人事総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙用　後納郵便料金（平成２６年１０月分）の支出について
7,452

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用　殺虫殺菌剤外２点の購入にかかる経費の支出について
139,536

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年９月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
5,274

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年９月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
10,867

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年９月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
107

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年９月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
9,815

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年９月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
2,143

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年９月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
1,134

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 環境美化活動事業用　発泡スチロールボード外１４点の購入にかかる経費の支出について
69,611

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年９月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
2,422

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年９月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
3,278

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 大野川遊歩道再生（ルネサンス）事業用　赤玉土外１０点の購入にかかる経費の支出について
158,306

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 大野川遊歩道再生（ルネサンス）事業用　ペンタス外6点の購入にかかる経費の支出について
60,696

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年９月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
2,110

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年９月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
712

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月04日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　消耗品費 平成２６年９月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
1,568

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用　ベゴニア外9点の購入にかかる経費の支出について
62,674

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用平成２６年１０月分歌島公園種花広場電気使用料の支出について
2,019

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度PTA・社会教育関係団体対象学習会「親子体操」（姫島幼稚園PTA）にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 教育環境整備事業（発達障がいサポーター事業・平成26年9月）における報償金の支出について
308,800

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災事業用　地域防災リーダー装備品の購入経費の支出について
151,848

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区民バレーボール大会（１０月５日開催）会場使用にかかる経費の支出について
91,960

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年９月分市内出張交通費の支出について（クリーンにしてグリーンなまちづくりグループ事務用・区内工業支援事業用）
3,460

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年９月分市内出張交通費の支出について（クリーンにしてグリーンなまちづくりグループ事務用・区内工業支援事業用）
3,000

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度PTA・社会教育関係団体対象学習会「保護者のためのストレスマネジメント」（佃幼稚園PTA）にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立西淀川区民ホール・大阪市立西淀川区民会館管理業務委託代行料の支出について（平成２６年度第３四半期分）
10,000,000

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民駅伝大会事業用ゼッケン購入にかかる経費の支出について
74,632

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 第２回西淀川・親子ハゼ釣り大会にかかる報奨金の支出について
23,280

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度PTA・社会教育関係団体対象学習会「いのちの授業」第1回、第2回（香簑小学校PTA）にかかる講師謝礼金の支出について
20,000

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区役所附設会館管理運営事業「西淀川区民ホール駐輪場屋根補修」にかかる経費の支出について
190,000

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全推進事業　地域安全対策プロジェクト用　携帯電話使用料（１０月分）の支出について
6,418

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西淀川区放置自転車対策業務及び調査分析業務にかかる経費（10月分）の支出について
355,752

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域住民による安心・安全・快適駅前構築モデル事業委託にかかる経費（７月・８月・９月）の支出について
422,820

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区内工業支援事業　技術相談窓口業務用　携帯電話使用料（Ｈ２６．１０月分）の支出について
1,011

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度技術相談窓口にかかる相談員への報償金の支出について（１０月分）
66,000

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 教育環境整備事業（発達障がいサポーター事業・平成26年10月）における報償金の支出について
343,200

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区内工業支援事業用　「ものづくり支援技術セミナー」講師謝礼金の支出について（H26.11.11開催）
7,800

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年８月分クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全グループ事務用市内出張交通費の支出について
6,600

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年１０月分市内出張交通費の支出について（クリーンにしてグリーンなまちづくりグループ事務用・区内工業支援事業用）
830

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域活動支援・教育支援事業用市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
2,780

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年９月分クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全グループ事務用市内出張交通費の支出について
6,110
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西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年１０月分市内出張交通費の支出について（クリーンにしてグリーンなまちづくりグループ事務用・区内工業支援事業用）
2,480

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（１０月分・花緑、環境美化）
5,880

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（１０月分・花緑、環境美化）
1,706

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区内工業支援事業用　セミナー周知チラシの作成にかかる経費の支出について
34,560

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支払いについて（１０月分・花緑、環境美化）
8,220

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支払いについて（１０月分・危機管理安全グループ）
540

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全事業用後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
1,722

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課事業用後納郵便料の支出について（平成２６年度１０月分）
1,372

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全事業用後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
120

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全事業用後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
6,953

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課事業用後納郵便料の支出について（平成２６年度１０月分）
3,532

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援事業用後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
3,298

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援事業用後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
9,926

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援事業用後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
1,954

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援事業用後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
2,258

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課事業用後納郵便料の支出について（平成２６年度１０月分）
90,738

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援事業用後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
256

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 地域活動支援・教育支援事業用市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
440

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成26年11月28日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課事業用後納郵便料の支出について（平成２６年度１０月分）
280

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年１１月分　国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
30,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年１１月分　国民健康保険料還付金（歳出・退職）の支出について
10,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
210,933

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
32,790

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西淀川区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約に係る経費の支出について（平成２６年９月分）
2,619,586

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約に係る経費の支出について（平成２６年９月分）
315,854

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
298,268

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法に基づく葬祭費負担金の支出について
300,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用　トナー購入にかかる経費の支出について
38,880

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用　トナー購入にかかる経費の支出について
270,864

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
6,900

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
162

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・退職）の支出について
52

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月21日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用　トナー購入にかかる経費の支出について
38,880

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
2,480

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
840

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年１０月分　窓口サービス課（保険年金）分コピー代金の支出について
11,911

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
800

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
10,400

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
97,689

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
8,870

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 戸籍登録事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
40,934

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
3,984,284

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
284,516

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
22,676

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
508,155

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
56,054

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
126,314

西淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
67,100
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西淀川区役所 福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
129,058

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（特別保育分）１１月分の支出について
20,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（通常保育分）１１月分の支出について
120,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
40,194

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による引越代（生活扶助金）の支出について
21,500

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
218,973

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費・福祉用具費（介護扶助金）の支出について
26,978

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
35,440

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料及び検診料（医療扶助金）の支出について
42,480

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
12,960

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
230,464

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
247,190

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
100,112

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる通院移送費（医療扶助金）の支出について
22,970

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
225,045

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金（措置扶助金）の支出について
90,592

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（保育ママゆりかごハウス）（９月分）
1,095,300

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 大都市福祉事務所長会議にかかる資料代金の支出について
3,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による引越代（生活扶助金）の支出について
129,600

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
7,080

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による非指定医療機関診療報酬費（医療扶助金）の支出について
193,670

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
66,004

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
234,670

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
214,752

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
34,632

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費・福祉用具費（介護扶助金）の支出について
5,500

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による訪問看護料（医療扶助金）の支出について
28,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
398,781

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
236,240

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成２６年度絵本展にかかるボランティア・市民活動行事保険の加入並びに保険料の支出について
21,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる通院移送費（医療扶助金）の支出について
82,610

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
80,213

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
194,341

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
21,840

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,400

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
22,846

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
15,510

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
20,980

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
200,377

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
17,118

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
18,759

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
961

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金（措置扶助金）の支出について
77,410

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員活動費（平成26年7月～9月分）にかかる経費の支出について
15,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費１１月分の支出について
2,145,060

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成25年度発生の法63条過誤納金の歳出還付について（306-300696）
4,300

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年度　一般事務用　市内出張交通費の支出について（10月分）
360
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西淀川区役所 福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１０月分）
3,780

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１０月分）
4,700

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　図書購入費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１０月分）
6,480

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１０月分）
615

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
279,820

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
29,800

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
142,008

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１０月分）
2,550

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費　平成26年11月分の支出について（追加）
300,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１０月分）
1,382

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
80,213

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（支出負担行為）
13,414

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
53,238

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
15,720

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
23,475

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成２６年度 精神保健福祉普及啓発活動事業　講師謝礼にかかる経費の支出について
9,480

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成にかかる経費の支出について
120,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
41,500

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
53,592

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,372

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
46,961

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による妊婦検診料（生活扶助金）の支出について
12,940

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代(生活扶助金）の支出について
8,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
97,210

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費・福祉用具費（介護扶助金）の支出について
3,774

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
60,690

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
22,280

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
242,230

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
228,124

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
378,550

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
121,480

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉給付費・高額障がい児施設給付費の支払いについて
4,618

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉給付費・高額障がい児施設給付費の支払いについて
8,153

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉給付費・高額障がい児施設給付費の支払いについて
27,319

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉給付費・高額障がい児施設給付費の支払いについて
26,830

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　平成26年12月分の支出について
23,000,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による引越代（生活扶助金）の支出について
222,080

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費　平成26年12月分の支出について
11,500,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
182,388

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　平成26年12月分の支出について
500,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による人工妊娠中絶費（医療扶助金）の支出について
140,400

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
15,720

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　平成26年12月分の支出について
400,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費　平成26年12月分の支出について
600,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 住宅改修理由書作成費１０月請求分の支出について
14,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年9～10月分）
220

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年9～10月分）
1,340
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西淀川区役所 福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年9～10月分）
2,880

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年9～10月分）
440

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年9～10月分）
1,740

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年9～10月分）
620

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成26年　10月分　地域生活支援事業用携帯電話使用料の支出について
3,672

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年１１月　重度障害者医療助成にかかる償還払の支出について
1,046,322

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
50,121

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
29,800

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年9～10月分）
1,280

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年１１月一部負担金相当額等一部助成にかかる償還払の支出について
723,708

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年9～10月分）
1,520

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年9～10月分）
320

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年9～10月分）
440

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年１１月こども医療助成にかかる償還払の支出について
464,480

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年１１月ひとり親家庭医療助成にかかる償還払の支出について
126,294

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
15,510

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
25,068

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 平成２６年１０月２４日発見の行旅死亡人にかかる葬祭費用の支出について
144,189

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
50,320

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代(生活扶助金）の支出について
6,589

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
164,456

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による妊婦検診料（生活扶助金）の支出について
790

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
125,850

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
79,959

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
233,560

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
219,400

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西淀川区身体障がい者及び知的障害者相談員の報酬（上半期分）にかかる経費の支出について
57,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉課（生活支援）用市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
960

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成26年10月分）
5,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
12,367

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 地域福祉活動連絡会にかかる講師謝礼金の支出について（平成26年11月10日実施分）
19,200

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
57,905

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
12,619

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
13,932

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
71,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
11,152

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
8,000

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 福祉課（生活支援）用市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
1,560

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 福祉課（生活支援）用市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
5,120

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 福祉課（生活支援）用市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
320

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 福祉課（生活支援）用コピー代金の支出について（平成２６年１０月分）
28,499

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
453,568

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 組戻に伴う生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の再支出について
3,750

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
76,895

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
529,831

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
61,556

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
53,868
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西淀川区役所 福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
20,904

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成26年10月分）
25,484

西淀川区役所 福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用　後納郵便料金の支出について（１０月分）
101,869

西淀川区役所 保健課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用平成２６年９月分市内出張交通費の支出について
2,300

西淀川区役所 保健課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用平成２６年９月分市内出張交通費の支出について
7,820

西淀川区役所 保健課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用平成２６年９月分市内出張交通費の支出について
1,440

西淀川区役所 保健課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２６年度コホート検討会事業用第２回参画医師報償金の支出について
11,360

西淀川区役所 保健課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２６年度歯科健康相談事業９月分歯科衛生士報償金の支出について
12,600

西淀川区役所 保健課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年１０月分小口支払基金の繰入について
5,302

西淀川区役所 保健課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２６年１０月分小口支払基金の繰入について
7,020

西淀川区役所 保健課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成２６年１０月分小口支払基金の繰入について
18,507

西淀川区役所 保健課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 平成２６年１０月分小口支払基金の繰入について
13,752

西淀川区役所 保健課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年10月分食育推進事業（健康講座保健栄養コース）報償金の支出について
42,900

西淀川区役所 保健課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年度ＢＣＧ予防接種事業用　１０月分従事医師報償金の支出について
49,780

西淀川区役所 保健課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２６年１０月分乳幼児健康診査等報償金の支出について
417,950

西淀川区役所 保健課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 平成26年10月分健康づくり展げる講座報償金の支出について
26,920

西淀川区役所 保健課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について
31,692

西淀川区役所 保健課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について
9,577

西淀川区役所 保健課 平成26年11月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について
2,743

西淀川区役所 保健課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用平成２６年１０月分市内出張交通費の支出について
4,720

西淀川区役所 保健課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用平成２６年１０月分市内出張交通費の支出について
360

西淀川区役所 保健課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用平成２６年１０月分市内出張交通費の支出について
380

西淀川区役所 保健課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 保健福祉センター事業用公用自動車の自動車損害賠償保障法に規定する責任保険料の支出について
27,840

西淀川区役所 保健課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年１０月分　保健課コピー代金の支出について
20,929

西淀川区役所 保健課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分後納郵便料金の支出について
1,886

西淀川区役所 保健課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成２６年１０月分保健福祉センター事業用白衣等洗濯代の支出について
3,024

西淀川区役所 保健課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分後納郵便料金の支出について
338

西淀川区役所 保健課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分後納郵便料金の支出について
14,286

西淀川区役所 保健課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分後納郵便料金の支出について
24,657

西淀川区役所 保健課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分後納郵便料金の支出について
3,264

西淀川区役所 保健課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分後納郵便料金の支出について
656

西淀川区役所 保健課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分後納郵便料金の支出について
15,598

西淀川区役所 保健課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 平成26年11月分健康づくり展げる講座報償金の支出について
9,480

淀川区役所 総務課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分①）
4,423

淀川区役所 総務課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分①）
432

淀川区役所 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用ＡＥＤ消耗品の買入経費の支出について
99,144

淀川区役所 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　会費 甲種防火管理新規講習への職員派遣にかかる受講費用等の支出について
8,000

淀川区役所 総務課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用プリンタトナー　買入経費の支出について
136,620

淀川区役所 総務課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市淀川区役所自動扉設備点検整備業務にかかる経費の支出について（2回目）
37,800

淀川区役所 総務課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市淀川区役所庁舎における給排水設備維持管理業務にかかる経費の支出について（2回目）
37,800

淀川区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式長期借入経費の支出について（10月分）
240,862

淀川区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式長期借入経費の支出について（10月分）
3,168

淀川区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度淀川区役所庁舎の機械警備にかかる経費の支出について（10月分）
75,600

淀川区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 淀川区役所事務用デジタル印刷機（輪転機）長期借入契約にかかる経費の支出について（10月分）
3,888

淀川区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度大阪市淀川区役所宿直員用寝具等借入契約にかかる経費の支出について（10月分）
9,936

淀川区役所 総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の就業訓練を目的とした大阪市淀川区役所清掃業務委託にかかる経費の支出について（10月分）
124,748

淀川区役所 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（10月分）
4,940

淀川区役所 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（10月分）
7,236
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淀川区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用消耗品の買入経費の支出について
27,739

淀川区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所・淀川屋内プール複合庁舎管理にかかる水道代の支出について（10月分）
238,687

淀川区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 外国人登録事務用後納郵便料金の支出について（10月分）
2,382

淀川区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課および窓口サービス課（住民情報・戸籍）事務用料金後納郵便利用にかかる経費の支出について（10月分）
212,218

淀川区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度淀川区役所旧庁舎清掃業務委託契約にかかる経費の支出ついて（10月分）
5,832

淀川区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（10月分）
504,000

淀川区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の就業訓練を目的とした大阪市淀川区役所清掃業務委託契約にかかる経費の支出について（10月分）
124,748

淀川区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 統計事務用郵便料金の支出について（10月分）
2,522

淀川区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 淀川区役所・淀川屋内プール複合庁舎管理にかかる水道代の支出について（10月分）
2,422,256

淀川区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（10月請求分）
37,264

淀川区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 報酬　其他委員等報酬 三国東地区土地区画整理審議会委員報酬の支払について（平成26年10月30日開催分）
133,860

淀川区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（10月分）
17,505

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度スポーツ推進委員報酬（４月～９月分）の支出について（口座振替不能分の再提出及び追加分）
9,600

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ウォーキングジャンボリーにかかる手旗購入経費の支出について
26,568

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度啓発指導員による放置自転車対策業務委託料（10月分）の支出について
54,700

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 ウォーキングジャンボリーコースマップ及びスタンプ台紙の印刷経費の支出について
21,060

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 スポーツ出前講座の実施にかかる行事保険経費の支出について
19,500

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 淀川区学校支援ボランティア募集事業用　委託先選定委員会にかかる報償金の支出について
21,300

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度「成人の日記念のつどい」にかかる会場使用料の支出について
287,700

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　児童生徒の英語力向上に向けたイベントへの補助にかかる経費の支出について(三国英語村)
39,200

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災備蓄物資の充実事業用　携帯トイレの買入経費の支出について
184,680

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業講師謝礼金（神津小学校区）の支出について
20,000

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市淀川区学校体育施設開放事業業務委託にかかる経費の支出について（９回目）
180,000

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全啓発活動にかかる文具の購入経費の支出について
7,776

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業講師謝礼金（新東三国小学校区）の支出について（第４回）
20,000

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
4,661

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 第33回こども文化のまつりにかかるカラーペン他全２点の購入について
136,242

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
1,476

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 プラグトレイ外３点（種から育てる地域の花づくり支援事業用）の購入経費の支出について
28,123

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 「淀川３区防犯プロジェクト」にかかる関電柱への防犯カメラ設置事前調査費の支出について
4,752

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業講師謝礼金（東三国小学校区）の支出について（第３回）
20,000

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月25日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 工事請負費　改修工事費 校庭等の芝生化事業に伴う小学校砂場撤去工事費の支出について
174,960

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業講師謝礼金（東三国小学校区）の支出について（第２回）
45,000

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校選択制希望調査票返信にかかる郵便料金の支出について（１０月分）
55,387

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生涯学習ルームにかかる報償金の支出について（２６年１１月請求分）
115,700

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（11月分①）
3,780

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 就学システム端末用トナーカートリッジ買入にかかる経費の支出について
44,582

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 地域安全防犯業務にかかる啓発用プロジェクターの修繕経費の支出について
15,606

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年１０月分の料金後納郵便料金の支出について
8,534

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年１０月分の料金後納郵便料金の支出について
1,394

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年１０月分の料金後納郵便料金の支出について
82

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年１０月分の料金後納郵便料金の支出について
700

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年１０月分の料金後納郵便料金の支出について
714

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年１０月分の料金後納郵便料金の支出について
205

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年１０月分の料金後納郵便料金の支出について
902

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年１０月分の料金後納郵便料金の支出について
492

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年１０月分の料金後納郵便料金の支出について
4,756

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年１０月分の料金後納郵便料金の支出について
2,067
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淀川区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年１０月分の料金後納郵便料金の支出について
3,720

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立淀川区民センター及び大阪市立淀川区老人福祉センター管理運営業務経費の支出について（２６年９月分）
2,254,997

淀川区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年１０月分の料金後納郵便料金の支出について
916

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
239,108

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金平成２６年１１月分支払資金（一般）の支出について
400,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金平成２６年１１月分支払資金（退職）の支出について
10,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
285,800

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（退職）の支出について
122

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
534,219

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約料の支払いについて（平成２６年９月分）
3,946,292

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年１１月支給分国民健康保険法にかかる療養費（一般）の支出について
167,580

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年１１月支給分国民健康保険法にかかる療養費（一般）の支出について
394,213

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年度１１月支給分国民健康保険法にかかる葬祭費の支出について
700,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年度１１月支給分国民健康保険法にかかる出産育児一時金の支出について
1,109,868

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年１１月支給分国民健康保険法にかかる療養費（退職）の支出について
13,461

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
134,995

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
20,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用ゴム印の買入経費の支出について
2,640

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２６年１０月分料金後納郵便料の支出について
7,725,702

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２６年１０月分料金後納郵便料（受取人払）の支出について
73,447

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２６年１０月分料金後納郵便料（管理・受取人払）の支出について
43,948

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２６年１０月分料金後納郵便料（管理）の支出について
1,654,914

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住基カード作成プリンタ用カラーリボン・中間フィルムの購入経費の支出について　（窓口サービス課　住民登録・戸籍）
60,048

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 事務用品（バチ型クリップ・指サック等）の購入経費の支出について　（窓口サービス課　住民登録・戸籍）
16,005

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険及び後期高齢医療事務用プリンタートナーの買入経費の支出について
221,616

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険及び後期高齢医療事務用プリンタートナーの買入経費の支出について
81,972

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）用コピー代の支出について（１０月分）
10,737

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかる平成２６年１０月分コピー代金（保険）の支出について
10,538

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年１１月支給分国民健康保険法にかかる療養費（一般）の支出について
394,315

淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年１１月支給分国民健康保険法にかかる療養費（退職）の支出について
15,715

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
27,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
164,378

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
155,834

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
29,520

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
222,680

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
199,296

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 うつ病の家族教室講師料の支出について
12,400

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所における消耗品事業資金の支出について（特別保育）　１１月分
30,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所における消耗品事業資金の支出について（通常保育）　１１月分
120,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
1,020

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
396,355

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
91,420

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座講師にかかる報償金の支出について（10月分）
9,260

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
760,118

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
6,288

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
76,021

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
95,430

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
24,000
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淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
24,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
99,167

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
99,504

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
39,279

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
9,600

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
96,205

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
57,242

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
11,880

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
211,356

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月06日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金）の支出について
318,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月06日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金第３四半期分）の支出について
159,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月06日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（就学支度資金）の支出について
250,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度淀川区発達障がい児等子育て支援事業業務委託料の支出について（９月分）
35,970

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
3,550

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業費の支出について
299,970

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付費事業の支出について
45,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
59,400

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
46,299

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
30,100

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支給について
46,787

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　特別旅費 平成26年度総合就職サポート事業にかかる生活保護就労支援員全国研修会への参加にかかる出張旅費の支出について
48,020

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
27,324

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
53,760

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
6,580

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度児童手当給付費１１月分の支給について
140,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
64,800

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
76,300

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
21,169

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
64,179

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
118,948

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
12,560

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
3,395

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
17,130

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障害者（児）住宅改修費給付事業にかかる其他扶助金の支出について
500,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
90,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
10,306

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
16,624

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
191,130

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
15,050

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
196,880

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
8,880

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
111,930

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
6,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,260

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
2,460

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
200

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
27,900

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
2,719
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淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員による家庭訪問支援事業にかかる費用弁償の支出について（第２四半期分）
12,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座講師にかかる報償金の支出について（10月分）
8,600

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
4,759

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
170,115

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
1,440

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（平成26年9月分）の支出について
660

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
8,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
67,560

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
2,360

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
3,660

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
186,300

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
235,518

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
46,570

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
34,720

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
18,360

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
183,125

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
220,714

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
218,584

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
217,504

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月18日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金）の支出について
288,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川区障がい者就労移行支援事業者合同説明会配付用冊子の作成経費の支出について
95,040

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
143,576

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
3,709

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
56,592

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
9,432

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
232,882

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
344,204

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
237,455

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
9,880

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
142,110

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
181,275

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種（ＢＣＧ１０月分）にかかる医師報償金の支出について
99,560

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
47,210

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
528,386

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
116,474

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
56,400

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
24,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
2,466

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
40,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
92,718

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
168,225

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
28,370

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て支援業務用パネルシアターはらぺこあおむし他１点の購入経費の支出について
14,364

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
2,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉業務用プリンタートナーカートリッジ購入費の支出について
67,716

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉業務用お茶購入費の支出について
1,469

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる平成２６年１２月分の生活保護費の支出について
40,000,000
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淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
191,752

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
11,910

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
130,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる平成２６年１２月分の生活保護費の支出について
17,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
318,346

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
315,370

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる平成２６年１２月分の生活保護費の支出について
250,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
21,977

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる平成２６年１２月分の生活保護費の支出について
300,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
20,480

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
37,200

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法にかかる平成２６年１２月分の生活保護費の支出について
600,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 保健福祉業務用お茶購入費の支出について
2,056

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長審判請求にかかる診断書料の支出について
10,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（10月返信用封筒分）
1,746

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１０月分）
1,804

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１０月分）
13,188

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１０月分）
3,600

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１０月分）
1,352

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１０月分）
85,094

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１０月分）
484

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１０月分）
6,342

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度11月分重度障がい者医療費助成の支給について
1,964,246

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
745,027

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
37,623

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
121,005

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
42,719

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
85,950

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１０月分）
2,706

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１０月分）
4,224

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１０月分）
2,822

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１０月分）
3,792

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度11月分一部負担金相当額等一部助成の支給について
331,431

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当事務用トナーカートリッジの購入経費の支出について
81,972

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当事務用品（ゴムバンドほか３点）の買入経費の支出について
4,876

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
318,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
385,291

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１０月分）
86,500

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１０月分）
688,070

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度１１月分こども健やか医療（こども医療）助成の支給について
711,226

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度児童手当給付費１０月分の支給について
100,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１０月分）
78,380

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度１１月分ひとり親家庭医療費助成の支給について
182,906

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所における給食材料購入費（１１月分）にかかる支出について
2,799,160

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１０月分）
884

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１０月分）
2,726

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１０月分）
174

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用手抜き袋他１点の購入並びに同経費の支出について
94,478
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淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
9,826

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１０月分）
4,168

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１０月分）
246

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（10月分）
1,558

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
487,843

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（10月分）
1,476

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当コピー代の支出について（１０月分）
45,056

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（10月分）
664,233

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（10月分）
74,972

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
574

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１０月分）
502

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１０月分）
462

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１０月分）
205

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１０月分）
492

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１０月分）
550

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１０月分）
878

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１０月分）
43,017

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１０月分）
164

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１０月分）
9,450

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１０月分）
82

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１０月分）
6,144

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１０月分）
10,455

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１０月分）
1,178

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１０月分）
3,444

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１０月分）
30,722

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１０月分）
142,678

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
726

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１０月分）
27,228

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１０月分）
14,233

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
133,794

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（１０月分）
49,178

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用並びに子育て支援担当事務用コピー代の支出について（１０月分）
17,076

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用並びに子育て支援担当事務用コピー代の支出について（１０月分）
17,075

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
185,475

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 医療費助成事務研修にかかる市内出張交通費の支出について
660

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 生活困窮者自立支援（モデル）事業関係市内出張交通費の支出について
990

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
53,865

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
58,800

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
269,954

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等の報償金の支出について（１０月分）
655,370

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（就学支度資金）の支出について
300,000

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 高齢福祉研修にかかる出張旅費の支出について
360

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 エイズ予防キャンペーンにかかる啓発用物品の購入並びに同経費の支出について
37,800

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 知的障害者相談員報償金の支払いについて（平成２６年４月～平成２６年９月分）
34,200

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度１１月分一部負担金相当額等一部助成の支給について
456,540

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
338,778

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
69,180

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
123,542
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淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
8,640

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
368,520

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
9,920

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
12,720

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
137,968

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
110,692

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
3,100

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
25,483

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
217,500

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
185,760

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成26年10月分　歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について
62,380

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師料１０月分の支出について
18,560

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業講師料１０月分の支出について
9,460

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（１０月分）
1,098,850

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（１０月分）
1,073,300

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（10月分)
596,800

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（１０月分）
1,101,650

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業（小規模保育）の業務委託にかかる経費の支出について（みゆきっこ　つばめ保育園）（１０月分）
1,815,810

淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度１１月分ひとり親家庭医療費助成の支給について
224,110

淀川区役所 政策企画課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度淀川区役所広報誌配付業務委託（概算契約）（平成26年4月号～平成27年3月号）にかかる経費の支出について（平成26年10月号分）
120,922

淀川区役所 政策企画課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入について（広報用レターパック買入分）
8,280

淀川区役所 政策企画課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（11月分１回目）
8,419

淀川区役所 政策企画課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（11月分１回目）
1,240

淀川区役所 政策企画課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度淀川区広報誌企画編集及びアドバイス業務委託契約（平成26年5月号～平成27年4月号）にかかる経費の支出について（平成26年11月号分）
293,760

淀川区役所 政策企画課 平成26年11月25日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 発達障がいや不登校等の子どもサポーター養成事業にかかる経費の支出について（平成26年度8･9月分）
1,473,893

淀川区役所 政策企画課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整事業・広聴事業・広報事業用後納郵便料金（10月分）の支出について
35,626

淀川区役所 政策企画課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴・広報情報発信事業にかかる物品（写真用紙外３点）購入経費の支出について
42,141

淀川区役所 政策企画課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川区情報紙　YODO-REPO（よどがわレポート)013号～016号の印刷及び同経費の支出について
54,810

淀川区役所 政策企画課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 大阪市淀川区役所広報誌印刷業務（平成26年5月号～平成27年4月号）にかかる経費の支出について（平成26年11月号分）
726,321

淀川区役所 政策企画課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 オープン区役所推進のためのワイヤレスインターネット通信料の支出について（１０月分）
4,608

淀川区役所 政策企画課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民モニター事業用（受取人払）後納郵便料金（10月分）の支出について
679

淀川区役所 政策企画課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成２６年度淀川区役所広報誌新聞折込広告業務委託（概算契約）（平成26年5月号～平成27年4月号）にかかる経費の支出について（平成26年11月号分）
676,790

淀川区役所 政策企画課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 オープン区役所推進のためのワイヤレスインターネット通信料の支出について（１０月分）
108

東淀川区役所 総務課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ホームページ等における画像及びデザイン編集用ソフトウェアの購入にかかる経費の支出について（総務課（総合企画））
163,620

東淀川区役所 総務課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　ＡＥＤ用使い捨てパッド（出張所用）の購入経費の支出について
11,534

東淀川区役所 総務課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年９月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（総務課（広報））
1,671

東淀川区役所 総務課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 東淀川区広報板の補修に係る支出について（総務課（総合企画））
324,000

東淀川区役所 総務課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 産経新聞購読料の支出について（平成26年７月～９月分）
12,111

東淀川区役所 総務課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　ドラム／トナーカートリッジ外２点の購入に係る経費の支出について
219,866

東淀川区役所 総務課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入について（平成26年10月分）
2,000

東淀川区役所 総務課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入について（平成26年10月分）
18,880

東淀川区役所 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分電話料金（出張所センター）の支出について
64,316

東淀川区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度「大阪市東淀川区役所職員力向上プロジェクト」事業にかかるマネジメント研修業務委託経費の支出について
496,800

東淀川区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区役所及び同出張所産業廃棄物収集・運搬及び処分委託の支出について（９月分）
13,585

東淀川区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 非常勤嘱託職員の通勤災害にかかる療養補償費の支払いについて（平成26年９月分）
93,726

東淀川区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入について（10月分②）
3,700

東淀川区役所 総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所窓口案内業務従事者派遣に係る経費の支出について（10月分）
279,990

東淀川区役所 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」企画編集業務委託（平成26年５月号～平成27年４月号）にかかる支出について（１１月号分）
124,200
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東淀川区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度「大阪市東淀川区役所職員力向上プロジェクト事業」ポジティブ・アプローチ研修における講師謝礼の支出について
58,880

東淀川区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入について（11月分）
12,674

東淀川区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東淀川区の広報紙（平成26年5月号～平成27年4月号）概算印刷の実施にかかる支出について（１１月号分）
293,436

東淀川区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入について（11月分）
18,600

東淀川区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 iOS搭載タブレット型コンピューター及びリモートアクセスサービス接続用アカウントのレンタルに係る経費の支出について（10月利用　電話料金）
9,438

東淀川区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年９月分市内出張交通費の支出について（総務）
10,170

東淀川区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年10月分コピー機に係る消耗品費の支出について（総務課外２件）
80,539

東淀川区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度 新聞未購読世帯への東淀川区広報紙配付業務委託（平成26年4月号～平成27年3月号）（概算契約）（その２）の実施にかかる支出について
124,966

東淀川区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分　後納郵便料金の支出について（総務課（総合企画））
17,637

東淀川区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区合同庁舎等清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（10月分）
453,600

東淀川区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区役所及び同出張所一般廃棄物収集・運搬及び処分委託経費の支出について（平成26年10月分）
19,055

東淀川区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式長期借入に係る経費の支出について（平成26年10月利用分）
388,379

東淀川区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分東淀川区選挙管理委員会事務用後納郵便料の支出について
6,716

東淀川区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分東淀川区選挙管理委員会事務用後納郵便料の支出について
9,600

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成26年11月分国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の支出について
100,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成26年11月分国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の支出について
500,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金平成２６年１１月支払資金の支出について
150,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金平成２６年１１月支払資金の支出について
20,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２６年１０月受付分）
85,869

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（９月分）（保険年金）
2,460

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 平成２６年９月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（窓口サービス課　保険年金）
36,060

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（９月分）（保険年金）
620

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（９月分）（保険年金）
4,350

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月11日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成26年10月分国民健康保険葬祭費の支出について
500,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月11日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成26年10月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
485,009

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当（管理）収納対策用の勧奨文書等用封筒（催告文書等用）外１点の購入経費の支出について
191,160

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月19日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払について（平成２６年１０月受付分）
38,344

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年9月分市内出張交通費の支出について（窓口サービス課　住民情報）
7,630

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所・東淀川区役所出張所住民情報業務等委託料（平成26年９月分）の支出について
5,116,057

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所・東淀川区役所出張所住民情報業務等委託料（平成26年９月分）の支出について
304,106

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について(５・６・７・８月分)
3,125,638

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について(５・６・７・８月分)
6,251,275

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２６年１０月受付分）
23,034

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月21日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について(５・６・７・８月分)
1,562,819

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）　カラーペーパー(イエロー)外31点の購入経費の支出について
342,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２６年１０月受付分）
330,377

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる後納郵便料金（平成２６年１０月分）の支出について
136,361

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(１０月分)
7,743

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる後納郵便料金（平成２６年１０月分）の支出について
2,144

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる料金受取人払（後納）の支出について（平成２６年１０月分）
55,096

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(１０月分)
7,988,214

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(１０月分)
1,526,873

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(１０月分)
194

東淀川区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(１０月分)
250,465

東淀川区役所 市民協働課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 東淀川区地域活動協議会補助金変更承認（２回目）決定分の支出について（淡路地域活動協議会）
240,923

東淀川区役所 市民協働課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年９月分コピー機に係る消耗品費の支出について（市民協働課（庶務）外３件）
32,225

東淀川区役所 市民協働課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 市民協働型自転車利用適正化事業に係る放置自転車対策用児童絵画ポスター印刷経費の支出について
162,000

東淀川区役所 市民協働課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
2,948
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東淀川区役所 市民協働課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
699

東淀川区役所 市民協働課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
13,540

東淀川区役所 市民協働課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
1,944

東淀川区役所 市民協働課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
1,120

東淀川区役所 市民協働課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域と連携した特色ある学校づくり支援事業に係る委託料の支出について　　（豊里小学校）
200,000

東淀川区役所 市民協働課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年9月～平成27年1月分　災害対策用簡易無線機にかかる電波利用料の支出について
1,125

東淀川区役所 市民協働課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
7,230

東淀川区役所 市民協働課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域と連携した特色ある学校づくり支援事業に係る委託料の支出について（東淡路小学校）
250,000

東淀川区役所 市民協働課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域と連携した特色ある学校づくり支援事業に係る委託料の支出について（小松小学校）
290,000

東淀川区役所 市民協働課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大阪市東淀川区コミュニティカフェ事業補助対象事業者選定委員会に係る選定委員報酬の支出について
50,115

東淀川区役所 市民協働課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 防災演劇ワークショップ事業の公募型プロポーザル企画提案会の選定委員報酬の支出について
15,467

東淀川区役所 市民協働課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域と連携した特色ある学校づくり支援事業に係る委託料の支出について（大隅東小学校）
70,000

東淀川区役所 市民協働課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年９月分市内出張交通費の支出について(市民協働課)
10,190

東淀川区役所 市民協働課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域安全防犯対策事業用にかかる安全運転講習会案内リーフレット作成経費の支出について
10,800

東淀川区役所 市民協働課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年10月13日大雨洪水警報による東淀川区災害対策にかかる情報連絡体制に従事する際のタクシー代立替払いの支出について
1,640

東淀川区役所 市民協働課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　東淀川区における啓発指導員による放置自転車対策に係る業務委託経費（10月分）の支出について
355,320

東淀川区役所 市民協働課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成26年９月分市内出張交通費の支出について(市民協働課)
580

東淀川区役所 市民協働課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力の向上事業にかかる消耗品購入経費の支出について
58,677

東淀川区役所 市民協働課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 １０月分地域安全対策事業用携帯電話料金の支出について
8,663

東淀川区役所 市民協働課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 平成26年全国消費実態調査及び平成27年国勢調査調査区設定事務用　ポストイット外４点の購入に係る経費の支出について
16,800

東淀川区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東淀川区企業の魅力発見シンポジウム業務の公募型プロポーザル企画提案会の選定委員報酬の支出について
49,855

東淀川区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年度10月分市民協働課各種業務に係る後納郵便料金の支出について
3,580

東淀川区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年度10月分市民協働課各種業務に係る後納郵便料金の支出について
1,545

東淀川区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年度10月分市民協働課各種業務に係る後納郵便料金の支出について
750

東淀川区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 東淀川区地域活動協議会補助金変更承認（３回目）決定分の支出について（西淡路地域活動協議会）
345,869

東淀川区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年度10月分市民協働課各種業務に係る後納郵便料金の支出について
82

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年９月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（生活支援））
20,417

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年９月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（生活支援））
18,672

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
566,862

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
124,292

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
26,645

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
9,432

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
38,168

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務事務用消耗品にかかる経費の支出について
27,915

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
127,833

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
87,969

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
60,535

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 健康教育事業（ウォーキング講座）講師謝礼の支出について
58,380

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 大阪市立西淡路第２保育所外２保育所における特別保育消耗品事業資金１１月分の支出について
30,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 大阪市立豊里第１保育所外５保育所における消耗品事業資金１１月分の支出について
180,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
170,700

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度身体障がい者・知的障がい者相談員報酬の支出について（4月～9月分）
125,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健事業用白衣等洗濯請負代金の支出について（平成26年９月分）
6,469

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
192,639

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(長期入院診療報酬)にかかる経費の支出について
43,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(検診料)にかかる経費の支出について
8,420

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
8,320

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
73,892
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東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
75,240

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(移送費)にかかる経費の支出について
4,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
88,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
244,416

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（平成２６年１０月９日分）の支出について
31,190

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（平成２６年７月３１日分）の支出について
31,190

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター一般事務費、結核医療費公費負担事業及び精神保健事業用にかかる市内出張旅費の支出について（８月分）
14,660

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
179,288

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
218,916

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉センター一般事務費、結核医療費公費負担事業及び精神保健事業用にかかる市内出張旅費の支出について（８月分）
300

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉センター一般事務費、結核医療費公費負担事業及び精神保健事業用にかかる市内出張旅費の支出について（８月分）
2,220

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,030

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 中学生勉強会の学生ボランティアにかかる報償金の支出について（平成２６年８月）
84,530

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年８月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
1,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分－３）
2,041

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分－３）
432

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分－３）
5,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分－３）
2,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
71,509

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
20,540

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
225,571

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
105,444

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
959,283

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第２０号）
297,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第１２号）
300,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 被保護者の入所付き添いにかかる出張命令について
4,360

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成26年８月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
22,920

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
280,440

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
260,525

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
18,485

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（その他生活扶助）の支出について
380,340

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
335,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
65,291

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
396,022

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
1,700

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
391,399

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検診料）の支出について
116,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者診療報酬）の支出について
43,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
82,586

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分－３）
3,119

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業報償金の支出について（９月分）（２）
187,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
32,068

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
62,880

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
885,987

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用クリアホルダー外14点の購入経費の支出について
11,016

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
85,376

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
222,413

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
248,985
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東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用クリアホルダー外14点の購入経費の支出について
37,681

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年５月～９月分市内出張交通費（保健福祉課（保健福祉））
9,700

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年５月～９月分市内出張交通費（保健福祉課（保健福祉））
190

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年５月～９月分市内出張交通費（保健福祉課（保健福祉））
4,110

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 平成２６年５月～９月分市内出張交通費（保健福祉課（保健福祉））
280

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年５月～９月分市内出張交通費（保健福祉課（保健福祉））
870

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年５月～９月分市内出張交通費（保健福祉課（保健福祉））
900

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年５月～９月分市内出張交通費（保健福祉課（保健福祉））
3,280

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年５月～９月分市内出張交通費（保健福祉課（保健福祉））
180

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
9,809

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
249,517

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
64,891

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
33,326

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年５月～９月分市内出張交通費（保健福祉課（保健福祉））
360

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年５月～９月分市内出張交通費（保健福祉課（保健福祉））
2,020

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財保管料）の支出について
13,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
86,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（契約更新料）の支出について
15,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
30,152

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
214,040

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 酒害教室事業講師謝礼の支出について　平成２６年度９月分
9,520

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 酒害教室事業講師謝礼の支出について　平成２６年度８月分
9,520

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科健診（９月分）にかかる報償金の支出について
31,190

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 平成２６年５月～９月分市内出張交通費（保健福祉課（保健福祉））
3,570

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
41,406

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
33,060

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
718,411

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
125,442

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
121,080

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
26,971

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(家財処分費)にかかる経費の支出について
94,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(移送費)にかかる経費の支出について
88,670

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(長期入院診療報酬)にかかる経費の支出について
18,720

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
44,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(非指定医療機関)にかかる経費の支出について
730

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業報償金の支出について（９月分）１－１
270,660

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 中学生勉強会の学生ボランティアにかかる報償金の支出について（平成２６年９月）
87,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年９月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
6,740

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分－４）
5,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
16,768

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人の葬祭委託にかかる経費の支出について
178,949

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成26年９月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
24,380

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
130,880

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
109,186

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分－４）
82

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分－４）
7,082

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分－４）
902

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座講師謝礼の支出について（平成26年10月23日実施分）
8,600
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東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
7,545

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
2,100

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
2,784

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
140,117

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）にかかる経費の支出について
22,314

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）にかかる経費の支出について
22,077

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）にかかる経費の支出について
62,960

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）にかかる経費の支出について
55,310

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（技能修得費）にかかる経費の支出について
1,680

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
215,676

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(家財処分料・保管料)にかかる経費の支出について
158,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(妊婦検診料)にかかる経費の支出について
1,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
171,736

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
236,856

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
1,360

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
1,728

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
19,561

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
155,491

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
169,482

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
96,884

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
21,212

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
218,052

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
262,330

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
232,624

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
4,104

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
3,166

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
6,580

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
4,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費(施設入所サービス等に係る利用料)にかかる経費の支出について
64,590

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
61,680

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
24,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
380,175

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（就学支度資金等）の支出について
220,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）の支出について
318,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業報償金の支出について（９月分）１－２
18,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「高校等進学説明会」開催に係る業務委託経費の支出について
215,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
152,882

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
175,246

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
105,334

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第２４号）
248,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第２６号）
270,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第２３号）
299,592

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による平成26年12月分扶助費の支出について
68,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による平成26年12月分扶助費の支出について
29,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による平成26年12月分扶助費の支出について
750,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による平成26年12月分扶助費の支出について
500,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による平成26年12月分扶助費の支出について
1,750,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
41,500
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東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
586,494

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(引越費用)にかかる経費の支出について
378,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
137,874

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
128,951

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（１０月分）
391,255

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（１０月分）
65,150

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(移送費)にかかる経費の支出について
37,300

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（技能修得費）にかかる経費の支出について
5,320

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（平成２６年１０月２３日分）の支出について
31,190

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（平成２６年１０月２９日分）の支出について
31,190

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大阪市立豊里第１保育所外５保育所における給食費１１月分の支出について
3,801,260

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
443,462

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(引越代・家財処分費)にかかる経費の支出について
246,240

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
286,526

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業用医師報償金の支出について（平成２６年１０月分）
99,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　東淀川区役所保健福祉課総合相談窓口委託事業に係る委託料の支出について（10月分）
654,674

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
135,759

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による平成２６年１２月分扶助費の支出について（出張所）
6,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
24,825

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による平成２６年１２月分扶助費の支出について（出張所）
3,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による平成２６年１２月分扶助費の支出について（出張所）
50,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）にかかる経費の支出について
10,630

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）にかかる経費の支出について
25,616

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による平成２６年１２月分扶助費の支出について（出張所）
300,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）にかかる経費の支出について
38,890

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による平成２６年１２月分扶助費の支出について（出張所）
200,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（技能修得費）にかかる経費の支出について
16,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
206,856

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年10月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
5,142

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（10月分）
67

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（10月分）
1,609

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（10月分）
896

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（10月分）
820

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
1,696

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 女性の平均寿命延伸作戦用後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
10,476

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年10月分）－２
194

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（10月分）
410

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（10月分）
63,882

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
14,856

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について（平成２６年８月申請分）
1,106,736

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（10月分）
2,158

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（10月分）
2,491

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（10月分）
1,394

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（10月分）
2,971

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費の支出について（平成２６年８月申請分）
449,915

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（10月分）
1,384

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分　郵便料金の支出について（生活支援）
1,114,557

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
191,589
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東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
250

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（住宅維持）の支出について
8,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
368,100

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
374,716

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
388,096

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
328,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
346,630

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(教材代等)にかかる経費の支出について
38,621

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
399,219

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
243,894

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
263,027

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検診料）の支出について
50,540

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（その他出産扶助）の支出について
29,590

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
214,416

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
219,664

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
211,880

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
222,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
191,736

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
56,472

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
878

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
594

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
2,036

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
246

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
48,206

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
328

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
1,394

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
2,952

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
82

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
3,282

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成26年10月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
11,423

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（10月分）
195,332

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（10月分）
23,871

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
984

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（10月分）
3,142

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（10月分）
701,868

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成26年10月分）
533,900

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成26年10月分）
1,147,250

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業（小規模保育）業務委託料の支出について（平成26年10月分）
2,291,630

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成26年10月分）
1,160,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成26年10月分）
1,067,650

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料の支出について（平成26年10月分）
1,181,750

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成26年10月分）
572,300

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について（26年8申請分）
476,030

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（10月分）
164

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（10月分）
129,946

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（10月分）
89,944

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成の支出について（26年8月申請分）
117,951

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
32,094
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東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成26年10月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（介護保険）
15,868

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用及び認定審査会事務用消耗品にかかる経費の支出について
89,100

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成26年10月分
157,742

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用及び認定審査会事務用消耗品にかかる経費の支出について
29,700

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成26年10月分
45,853

東淀川区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（10月分）
2,790

東成区役所 総務課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東成区役所ケーブルテレビ使用料の支出について（９月分）
3,780

東成区役所 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度第２回東成区区政会議（保健福祉部会）会議録作成経費の支出について
25,758

東成区役所 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所及び東成区保健福祉センター（分館）自動ドア保守点検業務委託経費の支出について（第２四半期分）
33,739

東成区役所 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 東成区役所及び東成区保健福祉センター（分館）自動ドア保守点検業務委託経費の支出について（第２四半期分）
1,901

東成区役所 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所及び保健福祉センター（分館）ガス使用料の支出について（１０月分）
1,951

東成区役所 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 区役所及び保健福祉センター（分館）ガス使用料の支出について（１０月分）
918

東成区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度第２回東成区区政会議（にぎわい・きずな部会）会議録作成経費の支出について
30,051

東成区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度第２回東成区区政会議（子ども・教育部会）会議録作成経費の支出について
25,758

東成区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
3,227

東成区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（１０月分）
3,760

東成区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（１０月分）
6,308

東成区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（１０月分）
1,770

東成区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（１０月分）
2,969

東成区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口案内従事者業務委託にかかる委託料の支出について（１０月分）
297,702

東成区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 統計調査（経済センサス）及び総務課用市内出張交通費の支出について（１０月分）
12,644

東成区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用コピー料金の支出について（１０月分）
45,357

東成区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所電気料金の支出について（９月分）
1,067,915

東成区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉センター（分館）電気使用料の支出について（１０月分）
104,870

東成区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎外１箇所清掃業務委託長期継続経費の支出について（１０月分）
348,883

東成区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計調査（経済センサス）及び総務課用市内出張交通費の支出について（１０月分）
480

東成区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 保健福祉センター（分館）電気使用料の支出について（１０月分）
49,351

東成区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 東成区役所庁舎外１箇所清掃業務委託長期継続経費の支出について（１０月分）
35,597

東成区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政総括担当用後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
9,990

東成区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 経済センサス後納郵便料及び総務課・統計表彰用後納郵便料の支出について（１０月分）
1,276

東成区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（１０月分）
2,300

東成区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区保健福祉センター（分館）警備業務委託長期継続経費の支出について（１０月分）
26,071

東成区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎から排出する産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（１０月分）
1,944

東成区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎から排出する産業廃棄物処分業務委託経費の支出について（１０月分）
3,078

東成区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器（東成区）一式長期借入（庁内端末５台）にかかる経費の支出について（１０月分）
6,554

東成区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器（省スペース型デスクトップ）一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
14,688

東成区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器（東成区役所）一式長期借入（庁内端末４８台他）にかかる経費の支出について（１０月分）
156,574

東成区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 経済センサス後納郵便料及び総務課・統計表彰用後納郵便料の支出について（１０月分）
21,374

東成区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 統計用（経済センサス基礎調査）後納郵便料の支出について（１０月分）
1,465

東成区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
1,490

東成区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
5,796

東成区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 東成区保健福祉センター（分館）警備業務委託長期継続経費の支出について（１０月分）
12,269

東成区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成２６年１１月分）
100,000

東成区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（平成２６年１１月分）
840,000

東成区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（１１月分）資金前渡
100,000

東成区役所 窓口サービス課 平成26年11月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成２６年１０月分）
350,000

東成区役所 窓口サービス課 平成26年11月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（平成２６年１０月分）
736,526

東成区役所 窓口サービス課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用品（油性ボールペン外２８点）の購入代金の支出について
65,107
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東成区役所 窓口サービス課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託長期継続契約経費の支出について（９月分）
2,293,920

東成区役所 窓口サービス課 平成26年11月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２５年８月分～平成２６年９月分）
698,789

東成区役所 窓口サービス課 平成26年11月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２６年４月分～平成２６年９月分）
40,103

東成区役所 窓口サービス課 平成26年11月12日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（１１月分）一般
17,152

東成区役所 窓口サービス課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー機の利用料金の支出について（１０月分）
13,026

東成区役所 窓口サービス課 平成26年11月26日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（１１月分）一般
10,067

東成区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課市内出張交通費の支出について（平成26年10月分）
480

東成区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金：保険）用コピー料金の支出について（10月分）
598

東成区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険10月分）
11,104

東成区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金：保険）用コピー料金の支出について（10月分）
6,527

東成区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金：管理）用コピー料金の支出について（10月分）
1,167

東成区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険10月分）
3,398,437

東成区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理10月分）
188,982

東成区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課市内出張交通費の支出について（平成26年10月分）
920

東成区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理10月分）
461,572

東成区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険10月分）
50,345

東成区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金：保険）用コピー料金の支出について（10月分）
893

東成区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険10月分）
135,926

東成区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険10月分）
69,887

東成区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス（住民情報）事務用出張交通費（１０月分）の支出について
1,880

東成区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録事務用後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
86,073

東成区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 住民登録事務用後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
16,684

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
71,578

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
65,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
180,099

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
38,409

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
220,616

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
50,554

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
126,868

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
122,621

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用事務用品購入経費の支出について
13,484

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（家財処分）の支出について
51,488

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１０月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について（２件分）
15,903

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による妊娠検査料の支出について
3,560

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜９月分＞の支出について
7,812

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
218,584

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座における講師謝礼金の支出について(平成26年10月8日実施分)
8,960

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について
16,100

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（10月分）の支出について
15,250

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分の支出について
94,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜９月分＞の支出について
130,350

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について（３件分）
68,538

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
27,772

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について
9,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
220,520
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東成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立診断書料の支出について
5,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用（子育てフォーラム等）物品の購入にかかる経費の支出について
3,272

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用（子育てフォーラム等）物品の購入にかかる経費の支出について
31,244

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 自立支援協議会区民啓発講座用ポスター・チラシ作成にかかる経費の支出について
56,700

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 子育てネットワーク構築支援事業用「子育てフォーラム」ポスター印刷経費の支出について
9,990

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について（２件分）
41,200

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について（２件分）
27,470

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡）の支出について
32,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
17,100

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,320

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
29,590

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
125,549

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１０月分）の支出について(2件分）
32,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について
16,038

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について
6,300

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について(2件分）
22,086

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について（３３名分）
229,765

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜９月分＞の支出について
78,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,320

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当（平成２６年６月分、７月分、８月分、９月分）の支出について
80,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入の支出について
2,592

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
100,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 地域健康講座（壮年期）用物品購入にかかる経費の支出について
2,700

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度「『おまもりネット事業』を活用した高齢者・障がい者等支援セーフティネット構築事業」にかかる中間評価会評価委員謝礼の支出について
38,980

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
85,280

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
52,350

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
99,186

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１０月分）の支出について
8,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による長期入院患者診療報酬の支出について(2件分）
86,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,320

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
220,080

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防健康講座における講師謝礼金の支出について(平成26年10月17日実施分)
9,200

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東成区発達障がい児支援事業従事者（発達障がいサポーター）への報償金の支出について【９月分】
50,920

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 身体障がい者相談員報償金の支出について(平成26年4～9月分）
68,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 知的障がい者相談員報償金の支出について(平成26年4～9月分）
22,800

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について（４４名分）
308,011

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検診料の支出について
9,100

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について（２件分）
4,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
102,095

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
151,905

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
104,683

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１１月分）の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１１月分）の支出について
20,600
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東成区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１１月分）の支出について
1,542

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１１月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について
5,254

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１１月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１１月分）の支出について
2,252

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
48,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,320

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について(2件分）
6,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
6,480

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
31,282

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
255,190

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
122,150

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について（２件分）
126,640

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費の支出について
9,300

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
18,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談報償金の支出について（平成26年10月24日分）
31,190

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
6,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
2,160

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
12,156

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
600

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
3,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１１月分）の支出について
16,200

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１１月分）の支出について(3件分）
27,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家具処分料の支出について
59,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
51,840

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
29,868

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
21,500

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
20,413

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
7,901

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 地域健康講座（壮年期）用物品購入にかかる経費の支出について
10,368

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉事業従事者への報償金の支出について（１０月分）
9,080

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（特別保育用・平成26年11月分）
10,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（平成26年11月分）
60,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
4,480

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
7,500

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
1,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 感染症予防対策事業用シール印刷経費の支出について
37,260

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
10,500

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
141,879

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１１月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１１月分）の支出について
14,196

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,320

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,320

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室従事助産師への報償金の支出について（７月分）
10,819

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座における講師謝礼金の支出について(平成26年10月24日実施分)
10,800

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 民生委員補充委嘱に伴う地区準備会会場使用料の支出について
1,500

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
108,000
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東成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１１月分）の支出について（１１名分）
40,835

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１１月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１１月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について（２件分）
131,760

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１１月分）の支出について
2,376

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１１月分）の支出について(3件分）
67,800

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用定例・新規追給払分扶助費の支出について（１２月分）
31,957,251

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用定例・新規追給払分扶助費の支出について（１２月分）
13,520,966

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用定例・新規追給払分扶助費の支出について（１２月分）
349,260

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入の支出について
2,160

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,500

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
8,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について
16,200

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(装具代)の支出について
35,789

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用定例・新規追給払分扶助費の支出について（１２月分）
296,650

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
218,360

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
150,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
100,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員にかかる活動費の支出について（第２四半期分）
24,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所給間食材料代の支出について（平成26年11月分）
1,166,870

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 感染症予防対策事業用物品購入にかかる経費の支出について
27,432

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 発達障がい児支援事業用「ことばと遊びの教室たんぽぽ」にかかる普通傷害保険料の支出について
9,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修扶助費の支出について
270,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入の支出について
1,800

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（１１月分）の支出について（２６名分）
142,191

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
181,380

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
72,300

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当業務用コピー料金の支出について（１０月分）
22,134

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１１月分）の支出について
4,350

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１１月分）の支出について
12,204

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年６～１０月分）
4,040

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年６～１０月分）
3,840

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年６～１０月分）
480

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年６～１０月分）
600

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 子育てネットワーク構築支援事業用「東成区子育てフォーラム」にかかる普通傷害保険料の支出について
11,040

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年６～１０月分）
6,360

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年６～１０月分）
900

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年６～１０月分）
680

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年６～１０月分）
480

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
71,480

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年６～１０月分）
2,900

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
10,800

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について（２件分）
98,197

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,240

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,320

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
21,500
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東成区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年６～１０月分）
2,160

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年６～１０月分）
2,560

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年６～１０月分）
2,890

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年６～１０月分）
2,950

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年６～１０月分）
480

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（１０月分）
15,743

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（１０月分）
12,114

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
246

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
1,158

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
164

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
40,531

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
21,762

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
20,992

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（平成２６年１１月分）
752,187

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
89,754

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
1,058

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
700

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
5,304

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
3,362

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当等一負助成事業用医療費の支出について（平成２６年１１月分）
272,807

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
328

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員市内出張交通費の支出について（９～１０月分）
4,720

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員管外出張交通費の支出について（１０月分）
1,360

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員市内出張交通費の支出について（１０月分）
3,480

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（１０月分）
47,205

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（１０月分）
375,873

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１１月分）の支出について（２件分）
20,835

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１０月分＞の支出について
126,654

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１０月分＞の支出について
78,600

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１０月分＞の支出について
46,432

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
21,500

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
220,240

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
68,005

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成26年度第2回コホート検討会参画医師への報償金の支出について
11,360

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
1,148

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種（ＢＣＧ）従事医師への報償金の支出について（１０月分）
49,780

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
1,066

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
82

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談報償金の支出について（平成２６年１１月４日分）
31,190

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
8,292

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
1,148

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
4,510

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
410

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
82

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
2,780

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
17,213

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
82
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東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
1,710

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
352,956

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（平成２６年１１月分）
165,687

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
63,380

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
38,908

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（平成２６年１１月分）
86,871

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等従事者への報償金の支出について（１０月分）
343,280

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
13,342

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
5,688

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
64,083

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（１０月分）
15,890

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
13,484

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
164

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
2,689

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
100

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について（２件分）
4,000

東成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立診断書料の支出について
5,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度　中道小学校生涯学習ルーム「絵手紙」 講師謝礼の支出について
10,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への東成区広報紙「ひがしなりだより」の配付業務委託　平成26年４月号～平成27年3月号（概算契約）にかかる経費支出について（１０月号分）
57,502

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロール車両用部品（フロントタイヤ）の取替業務にかかる経費の支出について
15,487

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民レクリエーション事業消耗品(カラーペーパー)の買入経費の支出について
16,848

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
2,460

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
500

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
4,680

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策業務用携帯電話料金の支出について（平成26年10月分）
5,935

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年11月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
8,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民レクリエーション事業消耗品(手提げバッグ)の買入経費の支出について
82,080

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会「PTA講演会～可能性を信じて～」 講師謝礼の支出について（中道小学校）
22,800

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策事業用物品（白画用紙ほか1点）買入にかかる経費の支出について
165,240

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民レクリエーション事業消耗品(ひも付名札)の買入経費の支出について
6,868

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 文化交流による地域活性化事業にかかるスタンプラリーマップ制作・印刷業務委託の支出について
114,345

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「わが町工場見てみ隊」パンフレット・パネル制作・印刷業務委託経費の支出について
100,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度　大成小学校生涯学習ルーム「手話教室」 講師謝礼の支出について
5,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 東成区広報紙「ひがしなりだより」新聞折込広告業務委託（平成26年５月号～平成27年４月号）（概算契約）にかかる経費の支出について（１１月号分）
194,132

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度東成区広報紙「ひがしなりだより」点字版製作・配送業務 平成26年6月号～平成27年4月号（概算契約）にかかる経費の支出について（１１月号分）
42,681

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度東成区広報紙「ひがしなりだより」編集業務委託　平成26年５月号～平成27年４月号にかかる経費の支出について（１１月号分）
99,900

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区民体育祭会場音響業務委託経費の支出について
20,520

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まちづくり推進課出張交通経費（１０月分・９月追加分）の支出について
1,880

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まちづくり推進課出張交通経費（１０月分・９月追加分）の支出について
14,590

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事務用コピー料金（１０月分）の支出について
49,221

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便発送経費（１０月分）の支出について
3,781

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便発送経費（１０月分）の支出について
2,854

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便発送経費（１０月分）の支出について
1,120

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便発送経費（１０月分）の支出について
360

東成区役所 まちづくり推進課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便発送経費（１０月分）の支出について
140

生野区役所 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用新聞未購読世帯への生野区広報紙配付業務委託経費の支出について（平成26年10月号分）
78,693

生野区役所 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平成26年度災害対策職員用住宅に係る電話回線使用料（基本料）の支出について（10月分）
2,768

生野区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課市内出張旅費の支出について（９月分）
18,220
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生野区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用プリンタートナーカートリッジ外１３点の購入経費の支出について
55,296

生野区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用プリンタートナーカートリッジ外１３点の購入経費の支出について
45,619

生野区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用プリンタートナーカートリッジ外１３点の購入経費の支出について
104,760

生野区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用油性マーカー外１０６点の購入経費の支出について
83,430

生野区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用プリンタートナーカートリッジ外１３点の購入経費の支出について
8,424

生野区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用プリンタートナーカートリッジ外１３点の購入経費の支出について
18,835

生野区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用油性マーカー外１０６点の購入経費の支出について
12,096

生野区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用プリンタートナーカートリッジ外１３点の購入経費の支出について
11,556

生野区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用油性マーカー外１０６点の購入経費の支出について
24,408

生野区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用油性マーカー外１０６点の購入経費の支出について
18,684

生野区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用油性マーカー外１０６点の購入経費の支出について
33,156

生野区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用油性マーカー外１０６点の購入経費の支出について
6,480

生野区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用油性マーカー外１０６点の購入経費の支出について
129,546

生野区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用油性マーカー外１０６点の購入経費の支出について
7,344

生野区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用油性マーカー外１０６点の購入経費の支出について
15,768

生野区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用油性マーカー外１０６点の購入経費の支出について
4,968

生野区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所庁舎清掃業務委託経費の支出について（１０月分）
523,800

生野区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度調達庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（１０月分）
270,360

生野区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式のリース費用の支出について（１０月分）
70,113

生野区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 生野区役所ケーブルテレビ利用料の支出について（１０月分）
5,162

生野区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用デスクトップパソコンのリース費用の支出について（１０月分）
3,780

生野区役所 総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金の繰入について（10月総務課分②）
1,620

生野区役所 総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金の繰入について（10月総務課分②）
832

生野区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　市民サービスの向上に向けた職員研修業務に係る委託料の支出について
432,000

生野区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用生野区広報紙点字版製作業務委託経費の支出について（平成26年11月号分）
25,056

生野区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用生野区広報紙点字版製作業務委託経費の支出について（平成26年11月号分）
31,320

生野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー料金の支出について（１０月分）
68,665

生野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー料金の支出について（１０月分）
245

生野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金への繰入について（11月分1回目総務課使用分）
11,340

生野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（10月分）
19,616

生野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（10月分）
1,236

生野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（10月分）
2,026

生野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度第２回生野区区政会議の速記による会議録作成業務経費の支出について
64,800

生野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業にかかる生野区広報紙企画編集業務委託経費の支出について（平成26年11月号分）
32,400

生野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所お客様エスコートサービス事業（長期継続）業務契約にかかる委託料の支出について（平成26年10月分）
1,894,199

生野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業にかかる生野区広報紙企画編集業務委託経費の支出について（平成26年11月号分）
40,500

生野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課(統計担当）事務用料金受取人払後納郵便料の支出について（10月分）
485

生野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課（統計担当）事務用料金後納郵便料の支出について（10月分）
8,840

生野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課（統計担当）事務用料金後納郵便料の支出について（10月分）
1,312

生野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課（選挙担当）事務用料金後納郵便料の支出について（１０月分）
2,894

生野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課（選挙担当）事務用料金後納郵便料の支出について（１０月分）
6,970

生野区役所 市民協働課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルームにおける講師謝礼の支出について（８月口座不能分）
6,286

生野区役所 市民協働課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働型自転車利用適正化事業「Do！プラン」啓発活動用プランター外4点の購入経費の支出について
114,264

生野区役所 市民協働課 平成26年11月07日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 報償費　報償金 「生野区福祉有償運送運転者育成講習会及び補助制度についての説明会」実施にかかる講師謝礼の支出について
8,460

生野区役所 市民協働課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区防災対策事務用衛星携帯電話料金の支出について（９月分）
24,000

生野区役所 市民協働課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全コミュニティづくり事業用缶バッジ作成パーツセットの購入経費の支出について
23,436

生野区役所 市民協働課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 災害時における要援護者支援「きずなネット」の構築事業用ガス式発電機（生野区役所）買入にかかる支出について
1,851,120

生野区役所 市民協働課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成26年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について
299,700



平成26年度（平成26年11月）　公金支出情報

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

生野区役所 市民協働課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課市内出張交通費の支出について（９月分）
20,250

生野区役所 市民協働課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「区民レクリエーションのつどい」にかかるプログラム印刷経費の支出について
12,636

生野区役所 市民協働課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域安全コミュニティづくり事業第４回生野区ガチ☆メン競技大会にかかるチラシの印刷経費の支出について
31,849

生野区役所 市民協働課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生野区ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会にかかる講師謝礼の支出について（大池中学校）
25,120

生野区役所 市民協働課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課１１月分）
1,289

生野区役所 市民協働課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課１１月分）
1,600

生野区役所 市民協働課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課１１月分）
2,410

生野区役所 市民協働課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課１１月分）
5,616

生野区役所 市民協働課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課１１月分）
2,756

生野区役所 市民協働課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権啓発推進事業「新たな地域づくり、つながりづくり勉強会」にかかる講師謝礼の支出について
20,800

生野区役所 市民協働課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業における講師謝礼の支出について（９月分）
28,000

生野区役所 市民協働課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全コミュニティづくり事業地域安全防犯パトロール用携帯電話料金の支出について（１０月分）
9,018

生野区役所 市民協働課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民レクリエーションのつどい器材運送経費の支出について
30,240

生野区役所 市民協働課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民レクリエーションのつどいにかかる消耗品（アルカリ乾電池外３７点）の購入経費の支出について
66,546

生野区役所 市民協働課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度市民協働型自転車利用適正化事業（地下鉄南巽駅周辺）経費の支出について（１０月分）
39,960

生野区役所 市民協働課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度市民協働型自転車利用適正化事業（JR桃谷駅・近鉄鶴橋駅周辺）の経費の支出について(１０月分）
68,250

生野区役所 市民協働課 平成26年11月27日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 負担金、補助及交付金　補助金 生野区福祉有償運送運転者育成支援事業補助金の支出について
28,600

生野区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度第１期いくのニューおどり教室にかかる講師謝礼の支出について
210,000

生野区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用コピー料金の支出について（１０月分）
6,361

生野区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課１１月分）
18,144

生野区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用コピー料金の支出について（１０月分）
46,571

生野区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課１１月分）
1,490

生野区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支払いについて（１０月分）
82

生野区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支払いについて（１０月分）
6,232

生野区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支払いについて（１０月分）
3,208

生野区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支払いについて（１０月分）
1,185

生野区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支払いについて（１０月分）
1,149

生野区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支払いについて（１０月分）
9,056

生野区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支払いについて（１０月分）
5,316

生野区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課１１月分）
1,300

生野区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支払いについて（１０月分）
2,682

生野区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課１１月分）
4,590

生野区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課１１月分）
4,000

生野区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課１１月分）
400

生野区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険事業にかかる葬祭費負担金（11月分資金前渡金）の支出について
200,000

生野区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険事業にかかる出産育児一時金（11月分資金前渡金）の支出について
1,500,000

生野区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金　平成２６年１１月分支払資金（一般）の支出について　　　　　平成２６年１１月４日支払分
200,000

生野区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国保保険料還付金　平成２６年１１月分支払資金（退職者医療）の支出について　　　　平成２６年１１月４日支払分
5,000

生野区役所 窓口サービス課 平成26年11月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用保険料還付金（滞繰・一般）の支出について　　　　　　　　　　　平成２６年１１月６日支払分
612,521

生野区役所 窓口サービス課 平成26年11月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用品の購入経費の支出について
41,946

生野区役所 窓口サービス課 平成26年11月07日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用品の購入経費の支出について
16,870

生野区役所 窓口サービス課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市生野区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）経費の支出について（９月分）
4,331,464

生野区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業にかかる療養費の支出について（一般・１１月分）
823,594

生野区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険事業にかかる葬祭費の支出について（受付番号 119～146 28件）
1,400,000

生野区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支出について（受付番号　45～52 8件）
713,308

生野区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業にかかる療養費の支出について（退職・１１月分）
2,940

生野区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（滞繰・一般）の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　平成２６年１１月２７日支払分
127,151

生野区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（滞繰・退職）の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　平成２６年１１月２７日支払分
17,039
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生野区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金の繰入について（１１月分１回目住民情報担当分）
1,965

生野区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・外国籍住民登録）事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
142,277

生野区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
14,129

生野区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（就学担当）事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
15,185

生野区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
6,740,627

生野区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー料金の支出について（１０月分）
21,752

生野区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
1,467,590

生野区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
265,765

生野区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
150,413

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
14,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
4,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
8,364

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
17,862

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
10,305

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
97,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
17,230

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
800

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
11,800

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
41,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
14,100

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
57,780

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
24,696

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
32,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
10,290

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
23,571

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,580

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
28,700

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
24,035

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
75,100

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
220,512

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
220,272

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
150,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成26年11月分特別保育　公立保育所消耗品費事業資金の支出について
20,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成26年11月分通常保育　公立保育所消耗品費事業資金の支出について
90,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用品の購入経費の支出について
29,883

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる診察・検査料の支出について
52,330

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
63,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかるその他医療扶助（食事療養費）の支出について
14,880

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
136,680

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月06日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉事業にかかる平成26年度母子福祉貸付金の支出について（修学度資金）
318,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月06日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉事業にかかる平成26年度母子福祉貸付金の支出について（就学支度資金）
140,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年５月分）
2,660

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年６月分）
720
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生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年７月分）
1,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「発達に課題のあるこどもへの支援の充実」事業にかかる白画用紙外8点の購入経費の支出について
66,646

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年５月分）
1,020

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年７月分）
480

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
207,214

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
207,320

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
130,256

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年５月分）
1,480

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年５月分）
1,520

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年５月分）
6,800

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年７月分）
370

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年６月分）
5,500

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年６月分）
2,050

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年７月分）
4,100

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年７月分）
2,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年５月分）
5,910

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年６月分）
1,760

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
43,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
10,305

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
45,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,290

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
10,508

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
41,060

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
8,592

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費　被保護者にかかる住宅維持費の支出について
118,800

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（９月分）
170,046

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
327,202

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
20,360

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
44,708

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
150,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　特別旅費 アルコール依存症臨床医等研修への出張について
29,300

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見制度市長申立に関する診断書作成経費の支出について
3,240

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見制度市長申立に関する診断書作成経費の支出について
6,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見制度市長申立に関する診断書作成経費の支出について
5,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
18,582

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
65,778

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
108,933

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
231,900

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
260,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
41,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
9,080

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 生活保護法第６３条返還金の過誤納付にかかる過年度還付金の支出について
80,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
12,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
8,354
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生野区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
8,770

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
303,327

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
18,444

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
41,060

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
10,520

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
2,355

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
14,610

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「いくのっ子」応援事業にかかるチラシ・ポスターの作成及び所要経費の支出について
62,640

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域ボランティアによる福祉のまちづくり事業業務委託料の支出について（第２期分）
3,483,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　筆耕翻訳料 障がい者自立支援協議会にかかる手話通訳者派遣経費の支出について（第２回）
13,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　筆耕翻訳料 障がい者自立支援協議会にかかる手話通訳者派遣経費の支出について（第１回）
13,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
70,530

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
96,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
41,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
47,630

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
53,500

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
37,800

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
9,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
3,753

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
8,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
18,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
58,824

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
276,721

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
40,240

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年度ＢＣＧ予防接種報償金の支出について（１０月分）
74,670

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成26年度11月分　歯科健康相談報償金の支出について
31,190

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年度10月分・乳幼児健診等報償金の支出について
399,360

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 地域健康講座「健康体操」の講師料の支出について
8,840

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について
257,279

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
16,510

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
97,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
13,500

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
25,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
21,297

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
34,520

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる診察・検査料の支出について
5,180

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月18日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉事業にかかる平成26年度母子福祉貸付金の支出について（生活資金）
150,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 総務課・小口支払基金繰入金の支出について（保健福祉課・１０月分）
5,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援担当）小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
11,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援担当）小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
4,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
14,427

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
41,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
71,280

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
4,536
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生野区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
91,800

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
129,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
22,896

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
243,508

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
242,230

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
227,110

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
242,230

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 総務課・小口支払基金繰入金の支出について（保健福祉課・１０月分）
13,088

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
810,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「いくのっ子」応援事業にかかる手洗いチェッカー一式の購入費の支出について
54,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
40,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
33,880

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
214,550

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
4,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,500

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
28,700

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
198,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
198,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
229,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
184,800

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
60,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
381,780

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
197,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
54,280

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,500

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
17,500

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
97,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
54,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる12月分生活保護費の支出について（資金前渡金）
58,500,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる12月分生活保護費の支出について（資金前渡金）
27,000,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる12月分生活保護費の支出について（資金前渡金）
650,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
43,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
5,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
21,120

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる12月分生活保護費の支出について（資金前渡金）
30,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法にかかる12月分生活保護費の支出について（資金前渡金）
550,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
242,230

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
227,110

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
26,680

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
124,040

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
22,842

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について
299,160

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる家財処分料の支出について
77,328

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
8,193
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生野区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
200,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
305,606

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
184,516

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所事業にかかる市立保育所賄材料費事業資金の支出について（11月分）
1,426,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健）・市内出張旅費８～１０月分の支出について
6,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
4,260

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
44,436

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
20,240

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
220,520

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
213,220

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健）・市内出張旅費８～１０月分の支出について
700

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健）・市内出張旅費８～１０月分の支出について
1,080

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事務用コピー料金の支出について（１０月分）
24,713

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療助成費の支出について（１１月分）
23,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療助成費の支出について（１１月分）
1,226,435

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業用医療費助成費の支出について（１１月分）
210,878

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
4,710

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
41,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
10,305

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
32,654

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
18,096

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
23,100

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
27,870

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
1,280

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
24,280

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　被保護者にかかる出産扶助費の支出について
5,232

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
240,892

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
220,616

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療助成費の支出について（１１月分）
244,436

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（１１月分）
135,969

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（１０月分）の支出について
2,296

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
1,200

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（11月分）
103

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（11月分）
32,019

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
1,020

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（11月分）
22,860

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（10月分）
20,186

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金（受取人払い）の支出について（10月分）
679

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（10月分）
50,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
11,802

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（10月分）
20,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
14,400

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
162,984

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
185,496

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
13,959
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生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
255,070

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
31,702

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
38,461

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
295,012

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
180,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（10月分）
9,206

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（10月分）
328

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　特別旅費 平成26年度生活保護就労支援員全国研修会の管外出張旅費の支出について
46,660

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援担当）事務用コピー料金（その１・その２）の支出について（10月分）
14,623

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援担当）事務用コピー料金（その１・その２）の支出について（10月分）
31,168

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援担当）事務用コピー料金（その１・その２）の支出について（10月分）
7,539

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（10月分）
950,985

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（10月分）
149,613

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
3,820

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
103,000

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
14,367

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる妊娠検査料の支出について
3,620

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
13,600

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる妊娠検査料の支出について
5,844

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
71,280

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
5,100

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
7,790

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
6,786

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（10月分）
350,265

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（10月分）
384,313

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
49,896

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
21,500

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる診療報酬（非指定医療機関診療費）の支出について
6,460

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
2,520

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかるその他医療扶助（食事療養費）の支出について
14,880

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
224,920

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
257,350

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（１０月分）の支出について
1,150

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（１０月分）の支出について
1,486

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（１０月分）の支出について
246

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（１０月分）の支出について
164

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（１０月分）の支出について
246

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
10,022

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
6,806

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（１０月分）の支出について
656

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（１０月分）の支出について
574

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（１０月分）の支出について
21,437

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（１０月分）の支出について
5,873

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
1,825

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（11月分）
939

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（10月分）
53,012

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（10月分）
555,490
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生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（１０月分）の支出について
656

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（11月分）
5,282

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（10月分）
17,626

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（10月分）
147,450

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（１０月分）の支出について
18,495

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（１０月分）
28,119

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（平成２６年１０月分）の支出について
190,837

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（１０月分）
7,020

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（平成２６年１０月分）の支出について
38,460

生野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（平成２６年１０月分）の支出について
657

旭区役所 総務課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 近助を基本とする地域災害対策体制の確立用、カラープリンタインク他購入経費の支出について
76,431

旭区役所 総務課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区広報紙用　企画編集業務所要経費の支出について（平成２６年１１月号）
144,000

旭区役所 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 旭区役所　雑排水槽及び汚水槽　発報対応にかかる支出について
16,200

旭区役所 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 旭区役所　雑排水槽・汚水槽フロートスイッチ交換にかかる支出について
137,808

旭区役所 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 衛星携帯電話通信料金にかかる支出について（ＫＤＤI・平成26年9月分）
40,000

旭区役所 総務課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（市民協働　平成２６年６月～平成２６年９月分）
6,636

旭区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（総務課　平成２６年９月分）の支出について
17,050

旭区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用プリンタトナーの購入にかかる経費の支出について
12,312

旭区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業用、防災かまどセット等購入経費の支出について
94,608

旭区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用プリンタトナーの購入にかかる経費の支出について
76,464

旭区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所窓口案内業務従事者派遣に係る経費の支出について（１０月分）
161,460

旭区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所庁舎及び旭区保健福祉センター分館から排出する産業廃棄物収集運搬・処分業務委託にかかる支出について（平成２６年９月分）
4,914

旭区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業用ガソリン発電機他購入経費の支出について
99,571

旭区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 地域防災活動支援事業用ガソリン発電機他購入経費の支出について
82,080

旭区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 旭区広報紙用　新聞折込広告業務所要経費の支出について（平成２６年１１月号）
237,413

旭区役所 総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（26年10月分）
6,264

旭区役所 総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（26年10月分）
13,491

旭区役所 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用消耗品（ステープラー針等）の購入経費の支出について
42,325

旭区役所 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用消耗品（ステープラー針等）の購入経費の支出について
28,836

旭区役所 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴広報事務用　乾式電子複写機使用料の支出について（平成２６年９月分）
2,002

旭区役所 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用消耗品（ステープラー針等）の購入経費の支出について
2,268

旭区役所 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用消耗品（ステープラー針等）の購入経費の支出について
139,644

旭区役所 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 区役所事務用消耗品（ステープラー針等）の購入経費の支出について
9,396

旭区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 旭区広報紙用　印刷業務所要経費の支出について（平成２６年１１月号）
218,743

旭区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所庁舎及び旭区保健福祉センター分館から排出する一般廃棄物収集運搬・処分業務委託にかかる支出について（平成２６年１０月分）
24,134

旭区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所庁舎並びに旭区保健福祉センター分館　清掃業務委託にかかる支出について（平成２６年１０月分）
295,920

旭区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区保健福祉センター分館機械警備業務にかかる支出について（平成２６年１０月分）
36,720

旭区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン（旭区役所）長期借入にかかる支出について（平成２６年１０月分）
82,177

旭区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（旭区役所）一式　長期借入にかかる支出について（平成２６年１０月分）
249,202

旭区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年９・１０月分事務費）
164

旭区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分常時啓発費）
6,150

旭区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 近助を基本とする地域災害対策体制の確立用、災害時ご近助サポート名簿用封筒購入経費の支出について
233,280

旭区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（10月分）
3,242

旭区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 衛星携帯電話通信料金にかかる支出について（平成26年9月分）
60,000

旭区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（10月分）
27,134

旭区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（10月分）
28,047

旭区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（10月分）
724

旭区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（10月分）
30,123
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旭区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用ＡＥＤ除細動パッド購入経費の支出について
29,106

旭区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区広報紙用　配付業務所要経費の支出について（平成２６年１１月号）
44,436

旭区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 旭区災害対策職員住宅に係る賃料の支出について（平成２６年１２月分）
85,200

旭区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民登録担当レイアウト変更に伴うハイカウンターほか３点の購入にかかる経費の支出について
324,540

旭区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災リーダーの育成用、防災リーダー装備品購入経費の支出について
60,069

旭区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 旭区役所２階天井水漏れ緊急対応にかかる支出について
10,800

旭区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 旭区役所　換気扇交換工事等にかかる支出について
29,160

旭区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年10、11月分（9、10月使用分）証明書発行システム通信料の支出について
1,922

旭区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 住民登録担当レイアウト変更に伴うハイカウンターほか３点の購入にかかる経費の支出について
199,260

旭区役所 市民協働課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 城北ワンドのさかなーニバルの賞状用紙等物品購入にかかる支出について
17,047

旭区役所 市民協働課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 旭区にほんご教室参加者及びボランティアスタッフにかかるボランティア保険料の支出について
11,400

旭区役所 市民協働課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度　第1回あさひ”ちょこっと”ＷＡＫＵ×ＷＡＫＵセミナーの講師謝礼金にかかる支出ついて
12,000

旭区役所 市民協働課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「城北公園ファミリーフェア」イベントにかかる音響機器、テント等のレンタルと設置、撤去作業、音響機器の操作・運用管理業務の支出について
321,840

旭区役所 市民協働課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 家庭教育や人権に関する学習会にかかる講師謝礼金の支出について（思斉特別支援学校ＰＴＡ分）
8,600

旭区役所 市民協働課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 城北ワンドのさかなーニバル表彰式の副賞贈呈用図書カード購入にかかる支出について
10,000

旭区役所 市民協働課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全なまちづくり推進事業にかかる消耗費購入経費の支出について
35,640

旭区役所 市民協働課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,965

旭区役所 市民協働課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,944

旭区役所 市民協働課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
2,000

旭区役所 市民協働課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,080

旭区役所 市民協働課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
82

旭区役所 市民協働課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
246

旭区役所 市民協働課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
240

旭区役所 市民協働課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
2,400

旭区役所 市民協働課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
600

旭区役所 市民協働課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
3,000

旭区役所 市民協働課 平成26年11月14日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 街頭犯罪多発地域における重点パトロール業務にかかる消耗品購入経費の支出について
196,020

旭区役所 市民協働課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働型自転車利用適正化事業にかかる消耗品購入経費の支出について
94,392

旭区役所 市民協働課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働型自転車利用適正化事業にかかる消耗品購入経費の支出について
70,200

旭区役所 市民協働課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立旭区民センター施設管理運営業務代行料第2四半期（平成26年7月～9月分）の支出について
13,337,286

旭区役所 市民協働課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城北ワンドのさかなーニバルでの司会進行業務にかかる支出について
21,600

旭区役所 市民協働課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「旭ミュージックフェスタ２０１４」にかかる舞台管理等業務委託費の支出について
189,000

旭区役所 市民協働課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 にぎわい創出担当コピー代の支出について（９月分）
5,004

旭区役所 市民協働課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子ども･若者育成支援強調月間啓発物品（ティッシュ）代の支出について
25,920

旭区役所 市民協働課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分　後納郵便料金の支出について
92

旭区役所 市民協働課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（１０月分）
1,558

旭区役所 市民協働課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分　後納郵便料金の支出について
768

旭区役所 市民協働課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策区業務用電話代の支出について（１０月分）
7,710

旭区役所 市民協働課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（１０月分）
246

旭区役所 市民協働課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（１０月分）
11,972

旭区役所 市民協働課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課コピー代の支出について（９月分）
17,155

旭区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度　放課後おさらい教室報償金の支出について（１０月分）
426,120

旭区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度旭区にほんご教室講師謝礼金の支出について（10月分）
52,416

旭区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）講師謝礼金の支出について（平成26年10･11月分）
45,000

旭区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年１１月分　国民健康保険事業用葬祭費負担金支払準備金の支出について
50,000

旭区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成26年11月分　国民健康保険事業用出産育児一時金支払準備金の支出について
420,000

旭区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（１１月分支払資金）
27,000

旭区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（１１月分支払資金）
3,000
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旭区役所 窓口サービス課 平成26年11月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
2,851

旭区役所 窓口サービス課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）市内出張交通費平成２６年９月分
1,980

旭区役所 窓口サービス課 平成26年11月19日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
14,651

旭区役所 窓口サービス課 平成26年11月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成26年11月分国民健康保険事業用出産育児一時金の支出について
55,930

旭区役所 窓口サービス課 平成26年11月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年１１月分　国民健康保険事業用葬祭費負担金の支出について
400,000

旭区役所 窓口サービス課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分　住民情報業務後納郵送料の支出について
86,855

旭区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業用国民健康保険療養費の支出について（１１月執行分）
808,556

旭区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業用国民健康保険療養費の支出について（１１月執行分）
61,180

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
24,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
43,760

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
53,004

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
9,049

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
62,300

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座「はじめてのストレッチヨガ」にかかる講師料の支出について
9,240

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度市立保育所消耗品事業資金（特別保育）１１月分の支出について
20,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成２６年度市立保育所消耗品事業資金（通常保育）１１月分の支出について
90,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月04日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 大阪市母子福祉貸付代金の支出について
522,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
25,990

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
298,752

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
56,801

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
20,561

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
151,200

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当・特例給付未支払金の支出について（第１号）
40,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成26年9月分　保健福祉センター事業用白衣等の洗濯にかかる支出について
1,846

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
9,432

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
143,334

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
12,397

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
20,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
24,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
35,600

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
84,336

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成26年度１０月分　ＢＣＧ接種医師報償金の支出について
49,780

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年9月分　乳幼児健康診査等医師等報償金の支出について
329,550

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 からだにいいこと展げる講座における講師謝礼の支出について
20,720

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度　建物賃貸借経費(あさひあったかきち推進支援事業)の10月分の支出について
75,600

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
115,090

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
13,300

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　治療材料費の支出について
29,500

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 リーフレット「できることから、はじめましょう！」の印刷にかかる支出について（地域健康発信事業）
54,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年10月分　小口支払基金繰戻金の支出について
4,232

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健衛生）コピー代の支出について（８月・分館８月分）
28,122

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成26年10月分　小口支払基金繰戻金の支出について
15,465

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 平成26年10月分　小口支払基金繰戻金の支出について
700

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
79,962

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
119,904

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　通院移送費の支出について
110,250

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成26年10月分　小口支払基金繰戻金の支出について
5,102

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成26年10月分　小口支払基金繰戻金の支出について
7,854
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旭区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 平成26年10月分　小口支払基金繰戻金の支出について
1,512

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ノーバディーズ・パーフェクト事業にかかる講師料の支出について
80,800

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
17,800

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
183,300

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用保健福祉課コピー代の支出について（９月分）
43,431

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用品の購入にかかる支払いについて
46,820

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　その他介護扶助費の支出について
37,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　その他介護扶助費の支出について
111,386

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　就労自立給付金の支出について
17,400

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　就労自立給付金の支出について
13,681

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　就労自立給付金の支出について
100,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　就労自立給付金の支出について
150,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　就労自立給付金の支出について
33,032

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
49,329

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　不動産鑑定費用等の支出について
335,635

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　生活移送費の支出について
238,599

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　被服費（寝巻）の支出について
3,780

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　教育扶助費の支出について
398,706

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　治療材料費の支出について
326,159

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
665,979

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
41,626

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　オムツ代の支出について
324,433

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　葬祭費の支出について
1,729,536

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 「からだにいいこと展げる講座」における講師謝礼の支出について
8,600

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
35,928

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
139,020

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
21,430

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
640,816

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
12,600

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
17,800

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　住宅改修費の支出について
18,941

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　住宅改修費の支出について
9,180

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　福祉用具購入費の支出について
1,728

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　住宅改修費の支出について
20,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　その他介護扶助の支出について
40,600

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　福祉用具購入費の支出について
1,036

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　長期入院患者例外的給付の支出について
67,680

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　文書料の支出について
60,360

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　検査料の支出について
10,320

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　長期入院患者例外的給付の支出について
56,160

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 大阪市母子福祉貸付代金の支出について
626,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険コピー代の支出について（９月分）
8,958

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
55,439

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
11,947

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
81,746

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
207,280

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
49,200

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
17,800
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旭区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
48,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
351,316

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
17,564

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
45,802

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
214,575

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の支出について（１２月分）
16,100,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の支出について（１２月分）
7,700,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　教育扶助費の支出について
337,236

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の支出について（１２月分）
300,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　住宅改修費の支出について
13,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費の支出について（１２月分）
70,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の支出について（１２月分）
330,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　葬祭費の支出について
238,720

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成２６年度市立保育所賄材料費（１１月分）の支出について
1,860,770

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支出について（平成２６年１０月分）
130,362

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 身体・知的障がい者相談員にかかる報償金の支出について（平成２６年４月～平成２６年９月分）
57,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 身体・知的障がい者相談員にかかる報償金の支出について（平成２６年４月～平成２６年９月分）
34,200

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
71,965

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　検査料の支出について
5,180

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる平成２６年１０月分後納郵便料金の支出について
114,954

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる平成２６年１０月分後納郵便料金の支出について
20,212

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
40,132

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
45,273

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
4,432

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
11,480

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
20,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
22,725

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　教育扶助費の支出について
345,425

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　治療材料費の支出について
185,770

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　通院移送費の支出について
1,680

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の支出について（１１月追加分）
32,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分　後納郵便料金の支出について
550

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
92

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,472

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,926

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,790

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
574

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
10,230

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,214

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
49,750

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,970

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,476

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
246

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
66

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度　重度障がい者医療・65歳以上食事療養費の支出について
837,602

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
14,085

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
50,720

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,746
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旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,486

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,716

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
738

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度　老人医療(一部負担金相当額等一部助成)費の支出について
221,698

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２６年１０月分の支出について
246

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２６年１０月分の支出について
76,421

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２６年１０月分の支出について
437,861

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　生活移送費の支出について
180,792

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の支出について（１１月追加分　２回目）
390,000

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　オムツ代の支出について
228,874

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　検査料の支出について
4,390

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　文書料の支出について
43,960

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　長期入院患者例外的給付の支出について
44,640

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　葬祭費の支出について
237,096

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分　後納郵便料金の支出について
82

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分　後納郵便料金の支出について
656

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分　後納郵便料金の支出について
455

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分　後納郵便料金の支出について
328

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分　後納郵便料金の支出について
15,129

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分　後納郵便料金の支出について
2,378

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分　後納郵便料金の支出について
400

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分　後納郵便料金の支出について
574

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
4,155

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
3,655

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分　後納郵便料金の支出について
2,772

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分　後納郵便料金の支出について
492

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,080

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
405,046

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
22,396

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業業務委託経費の支出について（１０月分）
1,143,200

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業業務委託経費の支出について（１０月分）
598,300

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業業務委託経費の支出について（１０月分）
564,650

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
302,626

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
59,441

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
56,316

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について
18,012

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分　後納郵便料金の支出について
13,326

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 大阪市母子福祉貸付代金の支出について
850,500

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
36,336

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分　後納郵便料金の支出について
82

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,160

旭区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２６年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
820

城東区役所 総務課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（１０月分）の支出について
1,284

城東区役所 総務課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　保健福祉センター分館仮施設電気使用料の支出について（平成２６年１０月請求分）
169,032

城東区役所 総務課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（１０月分）の支出について
44,230

城東区役所 総務課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成26年度 城東区広報紙「ふれあい城東」10月号新聞折込広告業務委託にかかる経費の支出について（概算契約）
418,711

城東区役所 総務課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ケーブルテレビ利用料の支払いについて(平成26年9月分)
5,400

城東区役所 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　保健福祉センター分館仮施設ガス使用料の支出について（平成２６年１０月分）
938
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城東区役所 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 動画配信用　ワイヤレスネットワーク回線の通信契約にかかる通信運搬費の支出について（９月分）
3,179

城東区役所 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
14,260

城東区役所 総務課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「城東区将来ビジョン『輝く城東区』実現に向けた輝くアイディア」選考にかかる審査謝礼の支出ついて
28,400

城東区役所 総務課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課市内出張旅費（平成２６年９月分）の支出について
14,640

城東区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度 区における生涯学習事業用事務用品の購入及び同経費の支出について（下半期）
131,824

城東区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度 学校体育施設開放事業用石灰（ラインパウダー）の購入に伴う同経費の支出について（下半期）
80,028

城東区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　仮設倉庫電気使用料の支出について（平成２６年１０月分）
850

城東区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度  城東区広報紙「ふれあい城東」企画・編集業務(平成26年11月号)にかかる経費支出について
151,200

城東区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（城東区役所）一式　長期借入にかかる支出について（平成２６年１０月分）
171,149

城東区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 EXTRA for Windows6（城東区役所）一式借入にかかる同経費支出について（平成２６年１０月分）
1,214

城東区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　蛍光灯外９点の買入にかかる経費支出について
52,380

城東区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙管理委員会委員長　ゴム印他4点の購入にかかる経費の支出について
4,881

城東区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 城東区広報紙「ふれあい城東」（平成26年11月号)概算印刷にかかる経費支出について
313,740

城東区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 遠隔手話窓口事業にかかる通信費（平成２６年１０月分）の支出について
7,586

城東区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 市民サービス向上に向けた職員研修業務にかかる経費の支出について
149,040

城東区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　自転車外２点の買入にかかる経費支出について
273,650

城東区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　城東区役所庁舎３階会議室改修工事にかかる経費支出について
317,412

城東区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への城東区広報紙「ふれあい城東１１月号」配付業務委託にかかる委託料の支出について
166,574

城東区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 庁舎管理用　自転車外２点の買入にかかる経費支出について
92,664

城東区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度 発達障がいサポート事業サポーター謝礼金の支出について（平成26年10月分）
284,510

城東区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課市内出張旅費（平成２６年１０月分）の支出について
14,850

城東区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 事務用コピー料金の支出について（平成26年10月分）
126,223

城東区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵送料（総合企画関係書類）の支出について（平成26年10月分）
17,484

城東区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度 生涯学習ルーム事業 講師謝礼の支出について（平成26年9・10月分）
90,000

城東区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区まちづくり推進費用　保健福祉課（介護保険）市内出張旅費の支出について（平成２６年１０月分）
480

城東区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区まちづくり推進費用窓口サービス課（保険年金）市内出張旅費の支出について（平成２６年１０月分）
5,140

城東区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　保健福祉センター仮施設・老人福祉センター水道料金の支出について（１１月分請求分）
6,146

城東区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 動画配信用　ワイヤレスネットワーク回線の通信契約にかかる支出について（１０月分）
3,179

城東区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課一般事務用（区民モニター受取人払い含む）後納郵便料及び統計事務用後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
5,582

城東区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成26年度 城東区広報紙「ふれあい城東」11月号新聞折込広告業務委託にかかる経費の支出について（概算契約）
418,711

城東区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区保健福祉センター分館及び老人福祉センター仮施設の警備委託業務について（１０月分）
14,580

城東区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区役所庁舎及び城東区保健福祉センター分館庁舎清掃業務委託の支払いについて(１０月分)
285,882

城東区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　宿直員用寝具のレンタル経費の支出について（１０月分）
9,504

城東区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 城東区役所ならびに城東区保健福祉センター分館仮庁舎　ＡＥＤ(自動対外式除細動機)セット一式長期借入に伴う同経費の支出について（平成26年10月分）
14,040

城東区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課一般事務用（区民モニター受取人払い含む）後納郵便料及び統計事務用後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
12,602

城東区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 統計事務用　総務課　後納郵便料(１０月分)の支出について
1,940

城東区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用　後納郵便料（１０月分）の支出について
836

城東区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用　後納郵便料（１０月分）の支出について
10,948

城東区役所 市民協働課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業および要援護者支援事業の物品購入にかかる経費の支出について（トイレ用テント）
641,520

城東区役所 市民協働課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「こども110番の家」事業にかかる児童用マップ作成経費の支出について
95,040

城東区役所 市民協働課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 人と人をつなぐ　城東区のキ・ズ・ナ（絆）プロジェクト事業用チラシの作成にかかる経費の支出について
136,080

城東区役所 市民協働課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 遺族援護事務にかかる市内出張交通費（５月分・６月分・７月分）の支出について
1,960

城東区役所 市民協働課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 アイラブ城北川プロジェクト支援事業用物品（セロテープ、外６種）の購入にかかる経費の支出について
13,543

城東区役所 市民協働課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人と人をつなぐ　城東区のキ・ズ・ナ（絆）プロジェクト事業用物品（封筒、外５種）の購入にかかる経費の支出について
23,333

城東区役所 市民協働課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業の物品購入にかかる経費の支出について（地域防災リーダー装備品）
989,820

城東区役所 市民協働課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「こども110番の家」事業の物品購入にかかる経費の支出について（懸垂旗）
111,780

城東区役所 市民協働課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課市民活動支援担当一般事務用後納郵便利用料（平成２６年１０月分）の支出について
9,736

城東区役所 市民協働課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業の物品購入にかかる経費の支出について（アルファ化米）
842,724



平成26年度（平成26年11月）　公金支出情報

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

城東区役所 市民協働課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 「種から育てる地域の花づくり支援事業」にかかる花づくり広場電気使用料の支出について（１０月分）
1,326

城東区役所 市民協働課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市城東区における新たな地域コミュニティ支援事業業務委託料（後期分）の支出について
9,575,486

城東区役所 市民協働課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策業務用　携帯電話使用料の支出について（１１月請求分）
9,709

城東区役所 市民協働課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 アイラブ城北川プロジェクト支援事業（城東区魅力創出事業）業務委託にかかる経費の支出について（第１回／全３回）
1,333,705

城東区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分後納郵送料の支出について
164

城東区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 人権啓発推進事業　平成26年度「城東区人権啓発推進事業」支援業務委託の支払いについて（第2回中間払い）
1,080,000

城東区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度城東区コミュニティ育成事業委託料の支出について（全２回中２回）
4,061,890

城東区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分後納郵送料の支出について
328

城東区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用ボイスコールロールペーパー外11点の購入にかかる支出について
48,297

城東区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用ボイスコールロールペーパー外11点の購入にかかる支出について
33,156

城東区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用出産育児一時金・葬祭費支払資金の支出について(平成26年11月分)
200,000

城東区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用出産育児一時金・葬祭費支払資金の支出について(平成26年11月分)
1,400,000

城東区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（１１月分・一般）支払資金の支出について
50,000

城東区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（１１月分・退職）支払資金の支出について
20,000

城東区役所 窓口サービス課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市城東区役所窓口サービス課住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる委託料の支出について（平成26年9月分）
2,846,243

城東区役所 窓口サービス課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ライフイベント記念事業乳幼児用ガーゼハンカチの購入にかかる同経費の支出について
221,076

城東区役所 窓口サービス課 平成26年11月11日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保健料の歳出還付金の支出について
554,944

城東区役所 窓口サービス課 平成26年11月11日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保健料の歳出還付金（退職）の支出について
16,594

城東区役所 窓口サービス課 平成26年11月20日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 需用費　消耗品費 特定健康診査等事業にかかる啓発用ウエットティッシュの購入にかかる経費支出について
45,144

城東区役所 窓口サービス課 平成26年11月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
15,748

城東区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
620

城東区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
620

城東区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付用高額療養費の支出について（資金前渡による現金払い用）
53,007

城東区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー料金の支出について（10月分）
12,723

城東区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）住基カード・住基コード等にかかる後納郵便料（26.10月分）の支出について
51,822

城東区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）特別永住事務等にかかる後納郵便料（26.10月分）の支出について
2,883

城東区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）戸籍事務にかかる後納郵便料（26.10月分）の支出について
33,354

城東区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）印鑑登録事務にかかる後納郵便料（26.10月分）の支出について
56,840

城東区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成26年10月分)
5,826

城東区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）料金後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
14,397

城東区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）学校案内（学校選択制）等事務にかかる後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
63,886

城東区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）就学事務にかかる後納郵便料（26.10月分）の支出について
164

城東区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成26年10月分)
16,682

城東区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）料金後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
7,059,460

城東区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）料金後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
1,173,266

城東区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について(11月28日支払い分)
379,875

城東区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について(11月28日支払い分）
1,556,812

城東区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付　葬祭費の支出について(11月28日支払予定）
1,000,000

城東区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用　出産一時金の支出について(11月28日支払予定）
501,098

城東区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について(退職)(11月28日支払い分)
18,009

城東区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成26年10月分)
3,972

城東区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）料金後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
306,497

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成　平成２６年１０月支給決定分の支出について
173,072

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
94,129

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２６年１０月支給決定分の支出について
261,196

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム（生活保護）用トナーカートリッジ購入経費の支出について
12,150

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代等）の支出について
83,312

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
152,519
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城東区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（装具代等）の支出について
140,729

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（特別保育分）の支出について（平成２６年１１月分）
20,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（通常保育分）の支出について（平成２６年１１月分）
120,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２６年１０月支給決定分の支出について
73,890

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張等交通費の支出について(平成26年8月分)
8,220

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張等交通費の支出について(平成26年9月分)
5,660

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代等）の支出について
354,800

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代等）の支出について
385,160

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等・高額障がい児給付費の支出について
18,400

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
940,104

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等・高額障がい児給付費の支出について
18,400

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業扶助費の支出について
974,052

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 就労自立給付金の支出について
148,411

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年10月1日～17日分）
1,747

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年10月1日～17日分）
11,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年10月1日～17日分）
2,706

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年10月1日～17日分）
10,220

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２６年１０月支給決定分の支出について
780,535

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
401,701

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２６年１０月支給決定分の支出について
119,780

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代等）の支出について
76,902

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用扶助費（住宅維持費）の支出について
97,200

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年10月1日～17日分）
12,344

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成費　平成２６年１０月支給決定分の支出について
15,717

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年10月1日～17日分）
1,702

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年10月1日～17日分）
2,150

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年10月1日～17日分）
2,931

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 平成２６年９月分　「健康づくり展げる講座」報償金の口座不能分再支出について
8,153

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代等）の支出について
186,600

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
176,257

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（介護住宅改修費）の支出について
9,403

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（装具代等）の支出について
54,846

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康まつり用　養生シートの購入経費の支出について
8,100

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康まつり用　養生テープ　外１２点の購入経費の支出について
24,835

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「健康まつり」ポスターの印刷経費の支出について
18,360

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業扶助費の支出について
754,610

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
38,940

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（装具代等）の支出について
199,014

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育キャンペーン用　インクカートリッジ　外５点の購入経費の支出について
22,356

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 「健康のための１歩は運動から」のリーフレット印刷経費の支出について
8,640

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 介護予防用ポスターの作成経費の支出について
30,780

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 わくわく子育てフェスティバル用　上質紙等の購入経費の支出について
11,836

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代等）の支出について
62,174

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 就労自立給付金の支出について
150,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２６年１０月支給決定分の支出について
254,002

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代等）の支出について
172,800

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座における報償金の支出について（10月分）
19,400

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年１０月分　ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について
99,560
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城東区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２６年１０月分　歯科健康相談にかかる報償金の支出について
62,380

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事業用ゴム印外２０点購入経費の支出について
8,262

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代等）の支出について
275,400

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
2,138

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 「ＣＯＰＤってご存知ですか」のリーフレット印刷経費の支出について
43,200

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２６年１０月分　乳幼児健康診査等事業の報償金の支出について
642,270

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所賄材料費の支出について（平成２６年１１月分）
3,270,180

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年10月22日～31日分）
4,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２６年１０月支給決定分の支出について
532,314

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
624,410

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２６年１０月分支給決定分の支出について
30,259

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年10月22日～31日分）
10,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
316,298

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
38,020

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 コホート検討会参画医師の報償金の支出について（平成26年10月分）
11,360

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年10月22日～31日分）
4,100

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成費　平成２６年１０月支給決定分の支出について
500

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年10月22日～31日分）
972

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年10月22日～31日分）
623

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年10月22日～31日分）
4,600

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉用具購入費・介護住宅改修費）の支出について
2,171

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
183,852

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２６年１１月支給決定分の支出について
162,163

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康づくり啓発事業用　ハイ・チェッカー　外１点の購入経費の支出について
57,121

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（申請№13）
270,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料の支出について(平成26年10月分)
546,951

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費の支出について（平成２６年１２月分）
46,000,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用扶助費の支出について（平成２６年１２月分）
17,000,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
289,892

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費の支出について（平成２６年１２月分）
350,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
259,842

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（装具代等）の支出について
70,686

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費の支出について（平成２６年１２月分）
200,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用扶助費の支出について（平成２６年１２月分）
800,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育キャンペン用　タペストリー　外１点の購入経費の支出について
31,125

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等・高額障がい児給付費の支出について
14,455

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等・高額障がい児給付費の支出について
15,279

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便(受取人払)の支出について(平成26年10月分)
87,343

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
224,502

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業扶助費の支出について
931,850

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事業用布テープ外７点購入経費の支出について
18,846

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
99,950

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代等）の支出について
232,200

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（食事療養費）の支出について
14,880

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
161,956

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（介護住宅改修費等）の支出について
10,435

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（介護サービス費・委託費等）の支出について
52,576

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がい者相談支援事業に係る相談員派遣報償金の支出について（10月分）
41,750
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城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業用市内主張交通費（平成26年4月～7月分）の支出について
30,480

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健関係（保健）事務用コピー料金の支出について（平成26年10月分）
16,586

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年10月分）
656

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代（26年10月分）の支出について
2,445

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 身体障がい者・知的障がい者相談員報償費の支払いについて（平成26年4月～平成26年9月）
79,800

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 身体障がい者・知的障がい者相談員報償費の支払いについて（平成26年4月～平成26年9月）
34,200

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年10月分）
20,974

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年10月分）
38,146

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年10月分）
3,260

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年10月分）
23,855

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年10月分）
760

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費　平成２６年１１月支給決定分の支出について
112,360

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２６年１１月支給決定分の支出について
413,670

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代（26年10月分）の支出について
3,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年10月分）
4,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２６年１１月支給決定分の支出について
224,697

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年10月分）
922

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー料金の支出について（平成26年10月分）
36,576

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事業用ゴム印２点購入経費の支出について
9,428

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業用市内主張交通費（平成26年4月～7月分）の支出について
5,570

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用受取人払い郵便料の支出について（平成26年10月分）
495

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代（26年10月分）の支出について
20,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代（26年10月分）の支出について
10,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年10月分）
952,560

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年10月分）
4,120

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年10月分）
90,030

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育施設運営業務の委託契約にかかる支出について（エンジェルキッズ城東園　平成２６年１０月分）
949,500

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２６年１１月支給決定分の支出について
87,946

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代（26年10月分）の支出について
1,700

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代（26年10月分）の支出について
5,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年10月分）
163,097

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成費　平成２６年１１月支給決定分の支出について
15,689

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代（26年10月分）の支出について
2,000

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年10月分）
1,999

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成26年10月分）
780

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険関係事務用にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
193,613

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー料金の支出について（10月分）
13,116

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健関係（保健活動）事務用コピー料金の支出について（平成26年10月分）
10,690

城東区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年10月分）
8,718

鶴見区役所 総務課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種から育てる地域の花づくり活動支援事業に伴う栽培用消耗品の購入経費の支出について
105,105

鶴見区役所 総務課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種から育てる地域の花づくり活動支援事業にかかる花の種の購入経費の支出について
34,797

鶴見区役所 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用（区役所各事業用）刊行物の購読経費の支出について（４月～９月分）
27,054

鶴見区役所 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用（区役所各事業用）刊行物の購読経費の支出について（４月～９月分）
24,222

鶴見区役所 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 区政会議会議録調製業務に係る経費の支出について（第１回全体会・第２回全体会）
81,648

鶴見区役所 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理事務用窓口案内員派遣業務委託経費の支出について（９月分）
163,327

鶴見区役所 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用鶴見区庁舎自動ドア保守点検業務にかかる経費の支出について（第１回中間払い（４月～９月分））
69,930

鶴見区役所 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持用ケーブルテレビ利用料の支出について（９月分）
3,780
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鶴見区役所 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴事務用（市政・区政へのアイデア）後納郵便料金（８月分）の支出について
97

鶴見区役所 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 広聴事業用「団体との協議」にかかる速記及び会議録作成業務に関する経費の支出について
38,664

鶴見区役所 総務課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用AEDパドル購入にかかる経費の支出について
12,960

鶴見区役所 総務課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用ダブルクリップ外２０点購入にかかる経費の支出について
177,012

鶴見区役所 総務課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用大阪市鶴見区役所３階男子トイレ臭気除去清掃業務にかかる経費の支出について
125,984

鶴見区役所 総務課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理事務用市内出張交通費の支出について（総務課外２課　９月分）
23,780

鶴見区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用産業廃棄物収集運搬処分業務委託経費の支出について（９月分）
7,562

鶴見区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成26年５月号～平成27年４月号）点字版製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（11月号分）
65,661

鶴見区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成26年５月号～平成27年４月号）企画・編集業務委託にかかる経費支出について（11月号分）
262,440

鶴見区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種から育てる地域の花づくり活動支援事業に伴う園芸用消耗品の購入にかかる経費の支出について
99,252

鶴見区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
518

鶴見区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
3,962

鶴見区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成26年全国消費実態調査にかかる市内出張交通費の支出について（１０月分）
330

鶴見区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
58

鶴見区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年経済センサス‐基礎調査及び商業統計調査に係る料金受取人払郵便料金（９月分、１０月分）の支出について
776

鶴見区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 大阪市鶴見区バス運行業務委託にかかる経費の支出について（１０月分：７回目／１２回）
572,400

鶴見区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成26年５月号～平成27年４月号）概算印刷の支出について（11月号分）
456,200

鶴見区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成26年５月号～平成27年３月号）全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（11月号分）
430,111

鶴見区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴広報事務用コピー代金（１０月分）の支出について
8,002

鶴見区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報事業用消耗品（ポケット付エンベロープ外５点）の購入経費の支出について
10,932

鶴見区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
1,600

鶴見区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴事業用後納郵便料金（１０月分）及び平成26年度統計用後納郵便料金（１０月分）の支出について
34,194

鶴見区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 広聴事業用後納郵便料金（１０月分）及び平成26年度統計用後納郵便料金（１０月分）の支出について
9,452

鶴見区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用トナーカートリッジ購入にかかる経費の支出について
360,828

鶴見区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用コピー使用にかかる経費の支出について（10月分）
82,511

鶴見区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用公用自転車買入に係る経費の支出について
114,400

鶴見区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 「古着でハチャメチャ王国」開催にかかる参加者イベント保険の契約及び同経費の支出について
3,800

鶴見区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について(10月分)
7,290

鶴見区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理事務用大阪市鶴見区役所窓口案内員派遣業務係る経費の支出について（10月分）
158,400

鶴見区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用鶴見区役所・保健福祉センター庁舎清掃業務委託経費の支出について(10月分)
353,700

鶴見区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用鶴見区役所自転車案内及び車両誘導業務にかかる経費の支出について(10月分)
152,280

鶴見区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理事務用庁内パソコン等一式長期借入経費の支出について(10月分)
15,012

鶴見区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持用寝具類の借入経費の支出について(10月分)
9,504

鶴見区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について(10月分)
217,229

鶴見区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用（総務事務用）後納郵便料の支出について（10月分）
3,620

鶴見区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料の支出について（10月分）
3,416

鶴見区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料の支出について（10月分）
6,970

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校選択制アンケート調査にかかる切手購入経費の支出について
328

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度 PTA・社会教育関係団体対象学習会助成事業(茨田南小学校)にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 発達障がいサポート事業におけるサポーター活動保険の加入経費の支出について
100

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 発達障がいサポート事業におけるサポーター活動保険の加入経費の支出について
2,600

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成26年度「鶴見区郷土史講演会」周知用ポスター・ビラ印刷費の支出について
54,000

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防犯事業に係る携帯電話使用料金の支出について（平成26年10月分）
5,920

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市鶴見区における新たな地域コミュニティ支援事業に係る委託料の支出について（平成26年４月１日から平成26年９月30日の出来高部分：第１回目）
7,386,736

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度鶴見区学校体育施設開放事業におけるﾎｰﾙﾓｯﾌﾟｽﾍﾟｱ外８点購入の支出について
101,898

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業講師謝礼金（１０月分）にかかる報償金の支出について
30,200

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる校外活動費の支出について
2,000

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課事務用コピー代の支出について（平成26年10月分）
16,489
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鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（地域活動支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
2,850

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（こども・教育担当）事務用後納郵便料の支出について（１０月分）
496

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度　コミュニティ育成事業にかかる委託料の支出について（概算払い 終回）
3,099,000

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（学校選択制）事務用後納郵便（受取人払）料の支出について（１０月分）
23,765

鶴見区役所 地域活動支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（学校選択制）事務用後納郵便料の支出について（１０月分）
1,238

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法第58条による出産育児一時金及び葬祭費支払準備金（平成26年11月分）の支出について
150,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険法第58条による出産育児一時金及び葬祭費支払準備金（平成26年11月分）の支出について
900,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の１１月分窓口還付にかかる還付金の支出について
30,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の１１月分窓口還付にかかる退職被保険者等還付金の支出について
10,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市鶴見区役所住民情報業務等委託にかかる経費の支出について（９月分）
3,189,042

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍事務用（広域証明発行システム用）通信料の支出について（１０月分）
7,649

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報事務用ラベルシール等購入経費の支出について
9,741

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年11月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法第54条に基づく治療用装具・入院時食事療養費差額等療養費の支出について
458,806

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年11月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金（過年度支出還付金）の支出について（１１月１８日支払）
364,835

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年11月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法第54条に基づく治療用装具・入院時食事療養費差額等療養費の支出について
31,470

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用ライフイベント記念事業巾着袋購入経費の支出について
181,440

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年11月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法第58条に基づく国民健康保険葬祭費の支出について
500,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）コピー代金の支出について（１０月分）
15,519

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報事務用コピー代金（１０月分）の支出について
12,555

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報事務用（印鑑登録照会等送付用）後納郵便料の支出について（１０月分）
91,961

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（10月分）
11,003

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（10月分）
4,119,880

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（10月分）
451,332

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（10月分）
56,813

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（10月分）
315,484

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（10月分）
159,414

鶴見区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（10月分）
77,050

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（特別保育　１１月分）の支出について
20,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（通常保育　１１月分）の支出について
60,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安心して子どもを育てる地域づくり事業用　養生用テープ購入経費の支出について
13,932

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当未支払分の支出について（平成26年10月３日請求分）
80,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（８月～９月分）
22,880

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（８月～９月分）
25,610

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
72,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度における医療助成費の支出について
677,802

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
60,784

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
55,439

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
27,767

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
49,046

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成制度における医療助成費の支出について
150,315

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護用市内出張交通費等の支出について（平成２６年９月分）
3,820

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成制度における医療助成費の支出について（11月7日支払）
202,315

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１０月～１１月分）
40,350

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１０月～１１月分）
24,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（４月～９月分）
64,950

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（８月～９月分）
16,080

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（８月～９月分）
113,574

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（６月～７月分）
44,300
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鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１０月～１１月分）
72,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる補助金の支出について（７月申請分）
188,244

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
218,675

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
86,283

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
36,889

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年９～１０月分）
172,779

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 なにわっ子すくすくスタート事業用　つるみ区子育てマップの印刷にかかる経費の支出について
145,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる移送費（引越料）の支出について
81,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
582

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
118,133

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
15,360

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
24,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 備品購入費　庁用器具費 介護事務用シュレッダー購入にかかる経費の支出について
158,760

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 精神保健福祉講座「こころの病気について学ぼう」にかかる講師謝礼の支出について
30,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域福祉活動推進事業用「緊急時身元確認用IDカード付き呼子笛」作製経費の支出について
74,304

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度における医療助成費の支出について
328,646

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
15,510

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
185,653

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
9,327

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
22,453

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
7,128

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成制度における医療助成費の支出について
70,080

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる家財処分料の支出について
58,320

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
3,930

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
5,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について
383,830

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について(平成２６年度１０月分)
348,460

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（８月～９月分）
9,714

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
396,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教材費・学校給食費の支出について（平成２６年４～７月分、９～１０月分）
367,713

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
134,091

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（４月～７月分）
179,820

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１０月～１１月分）
15,450

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（８月～９月分）
251,750

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年９～１０月分）
66,030

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年１１月分）
928

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる学校給食費の支出について（平成２６年９～１０月分）
368,952

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
5,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
21,680

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支払について（１０月分）
900

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支払について（１０月分）
4,980

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業にかかる講師報償金（10月分）の支出について
18,100

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 9月実施乳幼児健康診査にかかる報償金の再支出について(組戻分)
24,128

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求に係る診断書作成料の支出について
5,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度における医療助成費の支出について
77,860

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
139,212

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成制度における医療助成費の支出について
129,973

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年１０月分）
4,320
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鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 １２月分生活保護費の支出について
10,086,627

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 １２月分生活保護費の支出について
5,351,331

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 １２月分生活保護費の支出について
136,290

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教材代・学校給食費・校外活動費の支出について（平成２６年６～７月分、９月分）
376,780

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる住宅改修の支出について
117,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる住宅改修の支出について
22,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について
44,900

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 １２月分生活保護費の支出について
15,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
61,830

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかるひとり親医療助成費返還金の支出について
3,406

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 １２月分生活保護費の支出について
220,150

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について
227,110

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成制度における医療助成費の支出について（11月21日支払）
181,777

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所に対する賄材料費　１１月分の支出について
1,831,080

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
5,449

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
71,965

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（８月～９月分）
25,560

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
62,640

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
88,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（８月～１１月分）
43,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（８月～９月分）
45,250

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法及び各種医療助成事業関係事務用消耗品購入経費の支出について
2,152

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
28,296

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
240,987

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法及び各種医療助成事業関係事務用消耗品購入経費の支出について
5,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成26年10月分）
20,600

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教材代・給食費の支出について（平成26年10月分）
297,182

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
5,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法及び各種医療助成事業関係事務用消耗品購入経費の支出について
20,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成制度における医療助成費の支出について（１１月２６日支払）
51,120

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 福祉五法及び各種医療助成事業関係事務用消耗品購入経費の支出について
3,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 福祉五法及び各種医療助成事業関係事務用消耗品購入経費の支出について
7,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用10月分コピー料金の支出について
10,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金（受取人払）郵便料（１０月分）の支出について
291

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１０月～１１月分）
146,217

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用10月分コピー料金の支出について
539

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用10月分コピー料金の支出について
10,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（４月～９月分）
49,050

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（８月～９月分）
53,746

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 10月分料金受取人払後納郵便料（生活保護事務用）の支出について
27,120

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 10月分料金後納郵便料（生活保護事務用）の支出について
297,983

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる移送費（引越料）の支出について
199,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成26年6～11月分）
136,157

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成26年9月～11月分）
123,100

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護世帯にかかる住宅維持費の支出について
32,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教材代・学校給食費の支出について（平成26年9月追加分、10月分）
271,376

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について
100,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
21,169
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鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
41,460

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
17,720

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
15,600

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
99,768

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
10,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について
202,080

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について
907,322

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 コホート検討会参画医師報償金の支出について（平成26年10月分）
8,520

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（１０月分）の支出について
328

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種にかかる医師報償金の支出について（平成２６年１０月分）
99,560

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（１０月分）の支出について
8,264

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（１０月分）の支出について
280

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（１０月分）の支出について
612

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（１０月分）の支出について
5,398

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成制度における医療助成費の支出について（11月28日支払）
203,168

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について(平成２６年度１０月分)
318,700

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室にかかる報償金の支出について(平成２６年度１０月分)
11,160

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（１０月分）の支出について
33,015

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（10月分）の支出について
961

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（10月分）の支出について
1,012

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（10月分）の支出について
563

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（10月分）の支出について
3,210

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（10月分）
11,376

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（10月分）
23,754

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（10月分）
21,902

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（10月分）
7,131

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（10月分）
5,141

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（10月分）
2,619

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（10月分）
4,967

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（10月分）
2,824

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（10月分）
398

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（10月分）の支出について
4,630

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（10月分）
11,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（10月分）
3,395

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（１０月分）の支出について
2,320

鶴見区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（10月分）
496

阿倍野区役所 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２６年度庁舎維持管理用電気使用料の支出について（１０月分）
1,004,763

阿倍野区役所 総務課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（１０月分）
2,408

阿倍野区役所 総務課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（１０月分）
13,940

阿倍野区役所 総務課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金の繰入金の支出について（１０月分）
18,144

阿倍野区役所 総務課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（１０月分）
2,600

阿倍野区役所 総務課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（１０月分）
572

阿倍野区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度第２回区政会議（全体会）の議事録作成経費の支出について（１０月１４日開催分）
35,424

阿倍野区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 阿倍野区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（１０月分）
326,160

阿倍野区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度宿直用寝具の借入にかかる費用の支出について（１０月分）
9,504

阿倍野区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年１０月分庁舎維持管理用ケーブルテレビ利用料の支出について
4,514

阿倍野区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
156,574

阿倍野区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年度　総務課等事務用市内出張交通費の支出について（１０月分）
40,924
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阿倍野区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用コピー代金の支出について（１０月分）
76,752

阿倍野区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用産業廃棄物処理業務委託所要経費の支出について（１０月分）
8,640

阿倍野区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用一般廃棄物処理業務委託所要経費の支出について（１０月分）
36,061

阿倍野区役所 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度大雨洪水警報発令の対応に係る深夜交通費（１０月１３日～１４日分）の支出について
1,000

阿倍野区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２６年度請求分庁舎維持管理用水道料金の支出について（１０月分）
49,415

阿倍野区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２６年度請求分庁舎維持管理用水道料金の支出について（１０月分）
101,832

阿倍野区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２６年度庁舎維持管理用ガス使用料の支出について（１０月分）
103,423

阿倍野区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム用タブレット端末の利用にかかる経費の支出について（１０月分）
4,354

阿倍野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　火災保険料 災害対策用職員住宅賃貸借にかかる火災保険料の支出について
20,000

阿倍野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 阿倍野区災害対策職員住宅の賃借料の支出について（平成２６年１２月分）
168,000

阿倍野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度第１回阿倍野区職員力向上研修実施にかかる講師謝礼の支出について
264,840

阿倍野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度住民情報担当用後納郵便料の支出について（１０月分）
102,140

阿倍野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課区政改革担当等用後納郵便料の支出について（10月分）
6,525

阿倍野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成２６年経済センサス基礎調査及び商業統計調査後納郵便料金の支出について（１０月分）
970

阿倍野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課区政改革担当等用後納郵便料の支出について（10月分）
120

阿倍野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課区政改革担当等用後納郵便料の支出について（10月分）
14,364

阿倍野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課区政改革担当等用後納郵便料の支出について（10月分）
902

阿倍野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分後納郵便料の支出について（常時選挙事務用）
690

阿倍野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分後納郵便料の支出について（常時選挙事務用）
8,740

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整課（企画調整）事務用複写機にかかるコピー代金の支出について（９月分）
1,684

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分1回目）
2,047

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成２６年度阿倍野区広報紙企画編集及び印刷業務経費の支出について（１０月号）
493,560

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業にかかる（10月分）電気料金の支出について
4,816

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分1回目）
8,978

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分1回目）
3,240

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度阿倍野区広報紙企画編集及び印刷業務経費の支出について（１０月号）
194,400

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 あべのつながりフェスタ事業事務用消耗品購入経費の支出について
215,460

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年11月12日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野筋の魅力づくり整備事業にかかる区役所分担金の支出について
2,160,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 若者が担うまちづくり推進事業・区防災事業にかかるうちわ購入にかかる経費の支出について
75,600

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区防災事業用　アルファ化米（阿倍野区役所）の買入にかかる経費の支出について
510,084

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全なまちづくり推進事業用巡回用自転車及び電動自転車用バッテリー購入経費の支出について
166,304

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 若者が担うまちづくり推進事業・区防災事業にかかるうちわ購入にかかる経費の支出について
108,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度　阿倍野区防災フォーラムにかかる講師謝礼の支出について
28,500

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 阿倍野区英語交流事業の経費の支出について（10月分）
490,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業にかかる（１０月分）水道料金の支出について
2,475

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業にかかる（１０月分）水道料金の支出について
1,521

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「あべのつながりフェスタ」ＰＲ用うちわ購入経費の支出について
152,712

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 平成26年度ＰＴＡ地域教育活動研修にかかる消耗品購入経費の支出について
8,539

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業用腐葉土の購入にかかる経費の支出について
21,060

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 街づくり担当用電話料金の支出について（平成26年10月分）
11,970

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整課（企画調整）事務用複写機にかかるコピー代金の支出について（１０月分）
27,907

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 阿倍野区安全なまちづくり推進事業外１事業にかかる後納郵便料金（10月分）の支出について
1,463

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 阿倍野区安全なまちづくり推進事業外１事業にかかる後納郵便料金（10月分）の支出について
1,331

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２６年１０月分）
3,712

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動協議会活動支援事業にかかる後納郵便料金（１０月分）の支出について
328

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２６年１０月分）
2,716

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２６年１０月分）
1,968

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成２６年度阿倍野区広報紙新聞折込業務にかかる経費の支出について（１１月号）
268,745
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阿倍野区役所 企画調整課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度新聞未購読世帯への阿倍野区広報紙「広報あべの」配付業務にかかる経費の支出について（１１月号）
59,340

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度阿倍野区役所窓口案内業務にかかる経費の支出について（１０月分）
238,787

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２６年１０月分）
1,750

阿倍野区役所 企画調整課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２６年１０月）
36,860

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の資金前渡の支出について（平成２６年１１月分）
50,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の資金前渡の支出について（平成26年11月分）
450,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる１１月分歳出還付資金の資金前渡の支出について（一般）
20,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる１１月分歳出還付資金の資金前渡の支出について（退職被保険者等還付金）
10,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年11月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成２６年１０月分）②
350,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年11月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２６年１０月分）②
175,488

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年11月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる保険料過誤納金の還付について（一般）
29,224

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる保険料過誤納金の還付について（一般）
43,810

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
7,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
4,333,467

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険管理）事務用後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
163,664

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険管理）事務用後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
517,458

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
46,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２６年１１月分）
377,805

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
154,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
94,149

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 ぴああべのん及びピアカウンセリング一時保育の市民活動行事保険料（平成２６年１１月分）の支出について
4,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年６月分③）の支出について
1,040

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年６月分）の支出について
1,440

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
8,580

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
13,130

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年６月分）の支出について
1,040

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年６月分③）の支出について
640

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出と日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１０月）
14,620

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１０月）
63,109

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出と日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１０月）
7,560

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出と日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１０月）
2,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出と日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１０月）
1,260

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２６年１０月）
216,460

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２６年１０月）
213,220

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所事業にかかる阪南保育所消耗品費の資金前渡金支出について（平成２６年１１月分特別保育用）
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育事業にかかる高松保育所及び阪南保育所消耗品費の資金前渡金支出について（平成２６年１１月分通常保育用）
60,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年６月分③）の支出について
460

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度子育てカウンセリング事業専門相談にかかる報償金の支出について（１０月分）
152,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健事業における市内出張交通費の支出について（９月分）
2,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健事業における市内出張交通費の支出について（８月分）
2,480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
287,770

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
46,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１０月）
38,820

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１０月）
14,890

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
33,660

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
52,064

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
16,820
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
14,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
43,140

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年７月分）の支出について
520

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年７月分）の支出について
240

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年７月分②）の支出について
1,420

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年７月分）の支出について
880

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年７月分②）の支出について
960

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
38,150

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年７月分②）の支出について
1,440

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度子育てカウンセリング事業一時保育にかかる報償金の支出について（１０月分）
14,760

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 あべのウォークPart16市民活動行事保険料（11月8日実施分）の支出について
9,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
16,715

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
10,007

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
262,586

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
22,454

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
66,560

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
24,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１０月）
29,870

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１０月）
5,700

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護福祉用具にかかる介護扶助費の支出について（平成２６年１０月）
1,674

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護住宅改修にかかる介護扶助費の支出について（平成２６年１０月）
6,467

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
10,380

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１０月）
103,145

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２６年１０月）
214,416

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護の就労自立給付金にかかる措置扶助費の支出について（平成２６年１０月）
85,533

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２６年度コホート検討会（１０月２２日実施分）の参画医師の報償金の支出について
11,360

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１０月）
27,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１０月）
46,891

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
10,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１０月）
16,411

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
9,320

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
18,190

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
32,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の診療費等にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
2,820

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
261,275

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
9,432

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
9,432

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
10,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
24,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
85,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
35,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
69,290

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１０月）
88,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
31,320

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護の就労自立給付金にかかる措置扶助費の支出について（平成２６年１０月）
38,708

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度不登校児などの居場所づくり事業にかかる報償金の支出について（１０月分）
113,260

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
282,939
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
276,315

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
228,673

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
16,768

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
14,672

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
8,488

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
13,959

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
85,320

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
7,650

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
10,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,204

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
9,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
46,560

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
38,150

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
221,650

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度　高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について
175,944

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
31,420

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険事業にかかる住宅改修理由書作成費（平成２６年９月住宅改修分）の支出について
12,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度発達障がいサポート事業サポーターにかかる報償金の支出について（１０月分）
354,280

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２６年１０月分）
5,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２６年１０月分）
1,092

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２６年１０月分）
3,294

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２６年１０月分）
420

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成26年10月分）
1,720

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成26年10月分）
5,120

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成26年10月分）
3,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成26年10月分）
3,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１０月）
16,605

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２６年１０月分）
1,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２６年１０月分）
6,634

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座(11月5日実施)の講師報償金の支出について
9,460

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 後見開始の審判請求に係る申立費用の支出について
3,720

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見開始の審判請求に係る申立費用の支出について
3,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
27,767

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
38,461

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
31,440

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
135,065

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
6,480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
46,007

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
49,168

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
4,730

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
69,080

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
10,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
12,130

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
58,280

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
375,318

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
2,580
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１０月）
6,320

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 乳幼児発達相談体制強化事業にかかる心理相談員の報償金の支出について（１０月分）
220,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務にかかる市内出張交通費の支出について（１０月分）
1,040

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成26年度身体障がい者相談員にかかる報奨金の支出について（上半期）
68,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成26年度知的障がい者相談員にかかる報奨金の支出について（上半期）
22,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
37,539

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
235,003

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
33,221

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
24,145

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
79,962

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
74,848

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
55,439

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
22,217

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
49,366

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
69,629

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
19,587

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
430,813

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,760

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
64,420

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
8,180

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１１月）
205,920

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２６年１２月定例・随時払分）
36,200,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１１月）
166,394

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２６年１２月定例・随時払分）
15,500,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２６年１２月定例・随時払分）
350,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１１月）
124,016

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１１月）
24,720

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２６年１２月定例・随時払分）
150,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２６年１２月定例・随時払分）
600,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（１０月分）
280,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 ぴああべのん及びピアカウンセリング一時保育の市民活動行事保険料（平成２６年１１月分・追加）の支出について
600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
513,090

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度　高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について
270,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる業務委託料の支出について（保育ママ　なかよしルーム阿倍野　平成26年10月分）
570,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる業務委託料の支出について（保育ママ　あおぞら　平成26年10月分）
1,107,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる業務委託料の支出について（Four Leaf　平成26年10月分）
1,111,250

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭にかかる医療助成費の支出について（平成２６年１１月支払分）
132,536

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所事業に係る高松保育所及び阪南保育所の賄材料費の資金前渡金支出について（平成２６年１１月分）
1,528,680

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 後見開始の審判請求に係る申立費用の支出について
3,880

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見開始の審判請求に係る申立費用の支出について
3,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者にかかる医療助成費の支出について（平成２６年１１月支払分）
1,051,206

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成に係る一部負担金相当額等一部助成費の支出について（平成２６年１１月支払分）
468,045

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（昭和中・平成２６年１０月分）
32,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（阪南中・平成２６年１０月分）
102,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（金塚小・平成２６年１０月分）
8,620

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（丸山小・平成２６年１０月分）
35,469

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（苗代小・平成２６年１０月分）
34,885

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（高松小・平成２６年１０月分）
72,001
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の給食費にかかる教育扶助費の支出について（松虫中・平成２６年１０月分）
15,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（阿倍野中・平成２６年１０月分）
6,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（長池小・平成２６年１０月分）
38,903

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費等にかかる教育扶助費の支出について（晴明丘小・平成２６年１０月分）
55,846

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（常盤小・平成２６年１０月分）
92,440

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（阿倍野小・平成２６年１０月分）
25,383

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成にかかる医療助成費の支出について（平成２６年１１月支払分）
264,658

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 阿倍野区地域包括支援センター運営協議会用のお茶購入費の支出について
3,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　特別旅費 平成２６年度生活保護就労指導員全国研修会への参加にかかる出張旅費の支出について
46,660

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかるコピー代金の支出について（平成２６年１０月分）
19,532

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかるコピー代金の支出について（平成２６年１０月分）
12,335

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１１月）
13,860

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１１月）
920

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 子育てミニニュースの印刷にかかる経費の支出について（１１月号分）
21,060

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
5,226

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
369

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
1,144

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１０月分）
4,322

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 ぴああべのん及びピアカウンセリング一時保育の市民活動行事保険料（平成２６年１２月分）の支出について
4,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２６年１０月分）
17,366

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１０月分①）
48,923

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１０月分②）
500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１０月分）
648

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１０月分①）
2,460

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１０月分②）
4,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
21,169

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
7,818

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
16,130

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１０月分①）
4,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 養護老人ホーム入所者の葬祭費の支出について
93,661

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
493,243

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１１月）
182,575

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
1,907

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種医師にかかる報償金の支出について（１１月分）
49,780

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
164

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
2,050

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
2,759

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１０月分）
994

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１０月分②）
249

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１０月分）
24,866

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１０月分）
20,033

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１０月分①）
508,258

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１０月分）
62,128

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１０月分）
67,964

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（１０月分）
20,036

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１０月分）
30,487

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（１０月分）
93,110

阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用乾式電子複写機複写料の支出について（１０月分）
3,263
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（１０月分）
29,595

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかる国保システムプリンター用トナー購入費用の支出について
297,432

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年度１１月分　国民健康保険事業にかかる葬祭費の支払準備金の支出について
50,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年度１１月分　国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支払準備金の支出について
500,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金（一般）平成２６年１１月分の支払資金の支出について
50,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金（退職)平成２６年１１月分の支払資金の支出について
10,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業等にかかる消耗品（オフィス用紙カラ―箱　外３１点）の購入にかかる経費の支出について
20,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年11月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業等にかかる消耗品（オフィス用紙カラ―箱　外３１点）の購入にかかる経費の支出について
29,287

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年11月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業等にかかる消耗品（オフィス用紙カラ―箱　外３１点）の購入にかかる経費の支出について
15,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年11月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成26年度10月分国民健康保険療養費（一般分）の支出について
532,227

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　一般　11月分）
71,625

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　退職　11月分）
1,213

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年11月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年度１０月分　国民健康保険事業にかかる葬祭費の支出について
750,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年11月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年度１０月分　国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支出について
243,500

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
10,112

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年11月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
5,633,115

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年11月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる後納郵便料の支出について（10月分）
617,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年11月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる後納郵便料の支出について（10月分）
527,134

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年11月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
123,049

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年11月20日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
65,937

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年11月20日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
183,424

住之江区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　一般　11月分）
464,081

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がい等サポート事業（区独自）にかかる第２四半期請求分のレインボーカードの購入経費の支出について
59,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（１１月分）
10,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立御崎保育所消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（１１月分）
10,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（１１月分）
30,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立御崎保育所消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（１１月分）
30,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費にかかる経費の支出について
4,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求にかかる診断書料の支出について（H26-NO.100)
3,500

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 各種保健事業用市内出張交通費の支出について（９月分）
960

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業用市内出張交通費の支出について（９月分）
9,216

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業用市内出張交通費の支出について（９月分）
1,340

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 各種保健事業用市内出張交通費の支出について（９月分）
560

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業用市内出張交通費の支出について（９月分）
1,080

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度　障害者施策用補装具費の支出について（代理受領式）
3,633,521

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修給付費（住之江区申第６号）にかかる経費の支出について
270,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修給付費（住之江区申第７号）にかかる経費の支出について
300,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費にかかる経費の支出について
2,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用品および介護保険認定審査会用お茶（延べ２８８名分）の購入にかかる経費の支出について
28,674

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護保険事務用品および介護保険認定審査会用お茶（延べ２８８名分）の購入にかかる経費の支出について
27,864

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年８月～９月分）
2,520

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年８月～９月分）
3,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年８月～９月分）
2,560

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年８月～９月分）
8,020

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用事務用品（セロハンテープ等）の購入にかかる経費の支出について
26,886

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年８月～９月分）
300

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年８月～９月分）
468

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年８月～９月分）
540
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住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年８月～９月分）
4,860

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年８月～９月分）
576

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費の支出について
224,790

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一負助成費の支出について
360,823

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年８月～９月分）
1,640

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年８月～９月分）
560

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
153,817

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費の支出について
7,260

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 各種保健事業用事務用品（セロハンテープ等）の購入にかかる経費の支出について
11,702

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区「虐待防止あったかネット」プロジェクト業務委託料の支出について（第２四半期分）
1,558,259

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成26年10月分　精神保健福祉講演会講師料の支出について
10,080

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
4,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（１０月分）
2,592

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払資金繰入金の支出について（１０月分）
14,865

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　医薬材料費 小口支払資金繰入金の支出について（１０月分）
918

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払資金繰入金の支出について（１０月分）
8,262

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉業務）にかかる事務用品の購入に伴う経費の支出について
3,200

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払資金繰入金の支出について（１０月分）
430

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉業務）にかかる事務用品の購入に伴う経費の支出について
3,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払資金繰入金の支出について（１０月分）
4,100

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉業務）にかかる事務用品の購入に伴う経費の支出について
11,391

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払資金繰入金の支出について（１０月分）
8,300

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉業務）にかかる事務用品の購入に伴う経費の支出について
2,200

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉業務）にかかる事務用品の購入に伴う経費の支出について
5,200

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（１０月分）
1,056

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月19日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉業務）にかかる事務用品の購入に伴う経費の支出について
2,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（１０月分）
2,511

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉業務）にかかる事務用品の購入に伴う経費の支出について
2,200

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉業務）にかかる事務用品の購入に伴う経費の支出について
800

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払資金繰入金の支出について（１０月分）
3,880

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払資金繰入金の支出について（１０月分）
3,400

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１０月分）
1,230

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１０月分）の支出について
61,880

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１０月分）の支出について
13,830

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１０月分）の支出について
55,910

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１０月分）の支出について
9,610

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１０月分）の支出について
34,950

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１０月分）の支出について
3,380

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１０月分）の支出について
9,970

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１０月分）
3,758

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１０月分）
738

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１０月分）
23,084

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１０月分）
82

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１０月分）
912

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１０月分）
400

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１０月分）の支出について
5,870

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１０月分）
11,064

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１０月分）の支出について
134,950
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住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１０月分）
82

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１０月分）の支出について
268,360

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１０月分）の支出について
62,720

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１０月分）の支出について
142,460

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１０月分）の支出について
57,500

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１０月分）
19,589

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１０月分）の支出について
43,730

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１０月分）の支出について
2,400

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２６年１０月分）の支出について
115,714

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２６年１０月分）の支出について
22,908

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１０月分）
120

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２６年１０月分）の支出について
575

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度発達障がいサポーター活動報償金の支出について（１０月分）
459,040

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修給付費（住之江区申第１１号）にかかる経費の支出について
270,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立北加賀屋保育所及び御崎保育所にかかる賄材料費の支出について（１１月分）
1,583,000

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年７月～１０月分）
2,100

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年７月～１０月分）
1,140

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年７月～１０月分）
1,440

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年７月～１０月分）
560

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（１０月分）
10,542

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年７月～１０月分）
2,080

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成26年度身体障がい者相談員にかかる報償金の支出について（平成26年4月～平成26年9月）
22,800

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年７月～１０月分）
1,740

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費の支出について
808,853

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
563,974

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費（ストマ等）の支出について（代理受領方式）
3,219,509

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年７月～１０月分）
2,110

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一負助成費の支出について
94,362

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２６年度歯科健康相談事業報償金の支出について（１０月分）
30,236

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年７月～１０月分）
1,840

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年７月～１０月分）
3,410

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業所運営業務委託にかかる支出について（マミーズアイ保育園すみのえ園　１０月分）
1,710,270

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業（保育ママ）業務委託にかかる支出について（ひだまり　１０月分）
566,100

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業（保育ママ）業務委託にかかる支出について（すみのえ　１０月分）
804,650

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
336,256

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費の支出について
56,442

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２６年度乳幼児健診等報償金の支出について（１０月分）（南港）
137,050

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２６年度乳幼児健診等報償金の支出について（１０月分）（分館）
380,460

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（高齢・介護保険）業務におけるコピー代金等の支出について（１０月分）
5,738

住之江区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年７月～１０月分）
480

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 住之江区災害対策職員住宅用賃貸借契約にかかる不動産賃借料（１１月分）の支出について
84,000

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月05日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 福祉車両運行業務にかかる経費の支出について（平成２６年度９月分）
475,200

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　火災保険料 住之江区災害対策職員住宅にかかる火災保険料（更改）の支出について（平成２６年１０月１日～平成２８年１０月１日）
10,720

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 住之江区役所法律相談等業務にかかる相談料の支出について（１０月分）
10,800

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種花事業にかかるプリムラ種子等消耗品の購入経費の支出について
273,067

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 市民協働型自転車利用適正化事業「Ｄｏ！プラン」（啓発指導員配置及び協議会運営業務）業務委託料9月分の支出について
683,485

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎維持管理用スポット式クーラー及び気化式冷風機の借入にかかる経費の支出について（平成２６年９月１３日借入分）
259,200

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業における講師謝礼金の支出について（粉浜幼稚園ＰＴＡ)
8,600



平成26年度（平成26年11月）　公金支出情報

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

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生涯学習ルーム事業９月実施分講師謝礼金の支出について
55,000

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住之江区役所庁内情報端末用等プリンタートナーの購入経費の支出について
366,530

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年６～１０月分連絡調整・研修等市内出張等交通費の支出について
72,590

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（１０月分）の支出について
25,460

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（１０月分）の支出について
3,052

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（１０月分）の支出について
15,282

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（１０月分）の支出について
7,200

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（１０月分）の支出について
8,929

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（１０月分）の支出について
2,415

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（１０月分）の支出について
13,800

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 さざぴー音楽祭における楽器運搬にかかる費用の支出について
61,560

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（１０月分）の支出について
700

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（１０月分）の支出について
1,188

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍グループ事務用後納郵便代金（１０月分）の支出について
139,987

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２６年１０月分）
92

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２６年１０月分）
4,340

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２６年１０月分）
348

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２６年１０月分）
574

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事務用後納郵便代金（１０月分）の支出について
1,599

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２６年１０月分）
2,060

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２６年１０月分）
140

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事務用後納郵便代金（１０月分）の支出について
1,506

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事務用後納郵便代金（１０月分）の支出について
17,755

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 区役所研修用機材（住之江区役所）の買入にかかる経費の支出について
313,200

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務事務用後納郵便代金（１０月分）の支出について
15,272

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 経済センサス基礎調査及び商業統計調査にかかる後納郵便代金（１０月分）の支出について
1,455

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙啓発事務・選挙人名簿調製事務にかかる後納郵便料金（１０月分）の支出について
986

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙啓発事務・選挙人名簿調製事務にかかる後納郵便料金（１０月分）の支出について
7,544

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市住之江区における新たな地域コミュニティ支援事業の業務委託料の支出について（平成26年10月～平成27年3月分）
9,581,760

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴを活用した防災システムの開発運用事業用　データ通信代（ＫＤＤＩ）の支払いについて（１０月分）
24,487

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト用　携帯電話代の支払いについて（１０月分）
5,301

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所窓口案内サービス事業にかかる経費の支出について（１０月分）
567,273

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 保健福祉センター分館機械警備業務委託にかかる経費の支出について（１０月分）
41,040

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 南港ポートタウンサービスコーナー清掃業務委託にかかる経費の支出について（１０月　日常清掃費）
22,680

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所庁舎及び住之江区保健福祉センター分館から排出する産業廃棄物収集・運搬及び処理業務委託にかかる経費の支出について（１０月分）
18,144

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所庁舎及び住之江区民ホール清掃業務委託にかかる経費の支出について（１０月分）
299,310

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（住之江区）一式　長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
13,107

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）賃貸借料にかかる経費の支出について（１０月分）
5,076

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（住之江区役所）一式（平成２６年３月借入分）　長期借入にかかる経費の支出について（平成２６年１０月分）
167,859

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直用寝具借入業務にかかる経費の支出について（１０月分）
9,504

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住之江区広報紙「さざんか」（平成２６年１１月号）企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
334,365

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴを活用した防災システムの開発運用事業用　データ通信代（ＳｏｆｔＢａｎｋ）の支払いについて（１０月分）
19,981

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区広報紙「さざんか」（平成２６年１１月号）企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
118,800

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区広報紙「さざんか」の配布業務及び配布先宅の見守り業務（概算契約）にかかる経費の支出について（平成26年11月号）
505,893

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 住之江区災害対策職員住宅用賃貸借契約にかかる不動産賃借料（１２月分）の支出について
84,000

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 南港ポートタウンサービスコーナー用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（１０月分）
738

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務事務用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（１０月分）
101,680

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（１０月分）について
23,335



平成26年度（平成26年11月）　公金支出情報
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住之江区役所 政策推進室 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（１０月分）にかかる支出について
6,998

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 南港ポートタウンサービスコーナー清掃業務委託にかかる経費の支出について（１０月　定期清掃費）
13,500

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区保健福祉センター分館清掃業務委託にかかる経費の支出について（１０月分）
72,792

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（１０月分）について
127,441

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（１０月分）について
60,912

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月27日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 福祉車両運行業務にかかる経費の支出について（平成２６年度１０月分）
522,720

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「住之江区シンボルマーク」及び「住之江区制40周年記念ロゴ」プレゼンテーションの審査にかかる委員報酬及び交通費の支出について
14,435

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区制40周年事業推進ディレクターの報償金の支払いについて（10月分）
116,320

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 こども学習サポート事業労働者派遣業務にかかる経費の支出について（平成26年10月分）
479,740

住之江区役所 政策推進室 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「住之江区広報紙さざんか」（平成26年11月号）製作業務（概算契約）にかかる経費の支出について
43,425

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
135,398

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
37,950

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
16,710

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
5,680

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用品（生活保護システム用トナー）の購入経費の支出について
22,032

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
1,500

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（平成２６年５・７・８・９月分）
360

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（平成２６年５・７・８・９月分）
9,180

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（平成２６年５・７・８・９月分）
1,120

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（平成２６年５・７・８・９月分）
1,780

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
312,803

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
8,900

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
3,440

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,600

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護報酬の支出について
53,657

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
2,160

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
1,096,480

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
116,300

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
335,242

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
32,728

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
21,550

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
99,920

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検査料の支出について
14,370

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
89,512

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
45,222

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
1,500

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（１０月分）
6,240

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（１０月分）
8,000

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（１０月分）
180,480

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（１０月分）
16,440

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（１０月分）
503,542

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（１０月分）
4,660

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
385,340

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（１２月払い分）
33,939,337

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（１２月払い分）
16,476,062

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（１２月払い分）
846,710

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
1,079,249

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（１２月払い分）
600,000
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住之江区役所 生活支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（１２月払い分）
800,360

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
275,737

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
314,010

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護報酬の支出について
5,733

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
159,895

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
123,460

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
15,300

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
190,400

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
30,935

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
100,000

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
37,356

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
57,559

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
9,850

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
292,600

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
206,000

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
248,572

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（１０月分）
30,232

住之江区役所 生活支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
58,509

住吉区役所 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課業務用出張交通費の支出について（９月分）
23,676

住吉区役所 総務課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 住吉区役所汚水槽排水ポンプ取替工事にかかる経費の支出について
252,914

住吉区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理用出張交通費の支出について（９月・１０月分：他（生活支援）課分）
2,410

住吉区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理用出張交通費の支出について（１０月分：他課（保険年金）分）
1,790

住吉区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿日直寝具借入（長期継続）にかかる経費の支出について（１０月分）
9,072

住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用等及び統計事務用小口支払基金の繰入について（１０月分）
9,180

住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 一般管理事務用等及び統計事務用小口支払基金の繰入について（１０月分）
8,741

住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用等及び統計事務用小口支払基金の繰入について（１０月分）
27,614

住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区）一式長期借入（１０月分）
13,107

住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区役所）一式　長期借入（１０月分）
190,427

住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（住吉区）一式　長期借入の実施及び同経費の支出について（１０月分）
5,978

住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用等及び統計事務用小口支払基金の繰入について（１０月分）
728

住吉区役所 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 区長災害用住宅にかかる賃借料（１２月分）の支出について
58,000

住吉区役所 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 平成26年度住吉区役所敷地内植栽維持管理業務にかかる経費の支出について
323,255

住吉区役所 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 平成26年度住吉区役所敷地内植栽維持管理業務にかかる経費の支出について
33,145

住吉区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（10月分）
23,557

住吉区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（10月分）
194,852

住吉区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（10月分）
98,550

住吉区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市住吉区役所一般廃棄物収集運搬業務委託の実施と同経費の支出について（10月分）
13,642

住吉区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所窓口案内等業務委託（長期継続契約）経費の支出について(10月分)
265,500

住吉区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所産業廃棄物収集運搬及び処分業務の実施と同経費の支出について（10月分）
40,230

住吉区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
1,130

住吉区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便料金（１０月分）の支出について
7,872

住吉区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用等後納郵便料金の支出について(10月分)
4,794

住吉区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区長用携帯端末にかかる通信用電話料金の支出について（10月分）
4,030

住吉区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用等後納郵便料金の支出について(10月分)
19,610

住吉区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務委託料の支出について（10月分）
588,579

住吉区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務委託料の支出について（10月分）
5,421

住吉区役所 地域課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 放置自転車対策事業用　両面テープ　外１１点の購入経費の支出について
67,991

住吉区役所 地域課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地下鉄あびこ駅周辺地域自転車利用適正化協働パートナー事業の経費支出について（第２回中間金払）
120,000
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住吉区役所 地域課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災対策事業用　小口支払基金の繰入について（10月分）（２）
3,850

住吉区役所 地域課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 地域安全防犯対策事業　小口支払い基金の繰入について（１０月分）
6,950

住吉区役所 地域課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 防災対策事業用　小口支払基金の繰入について（10月分）（１）
968

住吉区役所 地域課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 地域安全防犯対策事業　小口支払い基金の繰入について（１０月分）
2,700

住吉区役所 地域課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課一般管理用　小口支払基金の繰入について
520

住吉区役所 地域課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市阿倍野区、住吉区における新たな地域コミュニティ支援事業の経費支出について（第２回概算払金）
8,197,975

住吉区役所 地域課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市阿倍野区、住吉区における新たな地域コミュニティ支援事業の経費支出について（第２回概算払金）
7,514,310

住吉区役所 地域課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災事業用　窓付き封筒の買入及び同経費の支出について
93,960

住吉区役所 地域課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業　巡回及び啓発事業にかかる職員用の「防寒パンツ外２点」買入経費の支出について
66,528

住吉区役所 地域課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業　啓発ポスター掲示にかかる「しめしめ４５Ⅱ外５点」買入経費の支出について
35,121

住吉区役所 地域課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住吉区花づくり広場　水道料金の支出について（１０月分）
2,341

住吉区役所 地域課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住吉区花づくり広場　水道料金の支出について（１０月分）
1,432

住吉区役所 地域課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラにかかる電気代の支出について（１０月分）　＜平成25年度設置分＞ （NO.1～4、6、10、11、13～16、20～24、26～34）
7,477

住吉区役所 地域課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策事業にかかる通信費支出について（１０月分）
5,927

住吉区役所 地域課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課郵送代の支出について（１０月分）
187,021

住吉区役所 地域課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 防犯カメラ設置にかかる配電柱への共架調査にかかる経費の支出について
29,700

住吉区役所 住民情報課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）経費の支出について（９月分）
4,367,361

住吉区役所 住民情報課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）経費の支出について（１０月分）
3,275,521

住吉区役所 住民情報課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課（窓口側、住民登録・戸籍）事務用コピー代金の支出について（１０月分）
6,236

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
54,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について(１０月分-１)
1,620

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
135,280

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
217,354

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
16,768

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
231,404

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
14,085

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
9,432

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(１０月分-１)
4,935

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(１０月分-１)
11,122

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(１０月分-１)
2,496

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(１０月分-１)
537

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
39,500

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
71,965

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
79,962

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
2,300

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
13,400

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
23,998

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
39,406

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,400

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
80,950

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
76,840

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
46,446

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
9,373

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
46,007

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
130,208

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
9,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
41,406



平成26年度（平成26年11月）　公金支出情報

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

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求用診断書作成費の支出について
6,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
27,278

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 　平成２６年度１１月分児童手当給付金の支給について
10,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(１０月分-２)
1,889

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について(１０月分-２)
15,143

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について(１０月分-２)
2,592

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について(１０月分-２)
1,620

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
54,862

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
13,750

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
44,121

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
52,094

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
35,600

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
39,790

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
32,090

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
15,800

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,366

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
579,190

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
93,250

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(１０月分-２)
1,640

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(１０月分-２)
3,422

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費（１０月請求分）の支出について
6,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費（１０月請求分ー２）の支出について
2,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て情報提供事業（子育てフェスタ）にかかる消耗品費の支出について
19,440

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費用医療助成費の支出について（平成２６年１０月支給決定分）
873,283

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
171,981

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
273,630

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費用医療助成費の支出について（平成２６年１０月支給決定分）
152,663

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種事業報償金の支出について（平成２６年１０月分）
74,670

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉事業にかかる講師報償金の支出について（平成２６年１０月分）
29,480

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費用医療助成費の支出について（平成２６年１０月支給決定分）
299,570

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費用医療助成費の支出について（平成２６年１０月支給決定分）
11,467

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座講師料の支出について（２６年１０月分）
20,040

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉担当業務（１０月分）小口支払基金の繰入について
861

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉担当業務（１０月分）小口支払基金の繰入について
351

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
49,895

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
42,590

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 保健福祉担当業務（１０月分）小口支払基金の繰入について
14,306

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉担当業務（１０月分）小口支払基金の繰入について
3,880

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 保健福祉担当業務（１０月分）小口支払基金の繰入について
3,400

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
23,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
23,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
375,708

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
45,760

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
19,950

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
86,660

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
285,300
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住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
217,040

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
51,390

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
214,127

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
936,899

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
43,740

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 生活習慣病予防ビラの印刷について
35,640

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 高齢者支援・介護保険事務用消耗品（ペーパークリップ　クリッピー外）の購入及び同経費の支出について
25,790

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポーター派遣事業にかかる報償金の支出について（平成２６年１０月分）
324,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
66,024

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
12,455

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
64,976

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
56,214

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
58,380

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
153,610

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
16,800

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所用賄材料費の支出について（１１月分）
3,232,090

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１０月分）
1,312

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
89,394

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１０月分）
2,172

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１０月分）
410

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１０月分）
1,640

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１０月分）
54,079

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１０月分）
2,952

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１０月分）
82

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１０月分）
3,936

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１０月分）
574

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１０月分）
8,104

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査等報償金の支出について（平成２６年１０月分）
667,160

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１０月分）
25,844

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１０月分）
174

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
10,500

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
34,480

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
48,000

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
16,142

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
8,880

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
22,168

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(１１月分-１)
10,021

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(１１月分-１)
820

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について(１１月分-１)
1,080

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について(１１月分-１)
1,650

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 子育て情報提供事業（子育てフェスタ）におけるちらし・ポスター、子育て施設情報ビラの企画・編集及び印刷、配送業務委託の契約締結並びに同経費の支出について
49,680

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
55,998

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
29,819

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
500

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 後見等開始の審判請求用診断書作成費の支出について
3,150

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費用医療助成費の支出について（平成２６年１１月支給決定分）
1,160,081

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費用医療助成費の支出について（平成２６年１１月支給決定分）
108,465

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費助成事業の支出について
270,000
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住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２６年１０月分歯科健康相談事業用報償金の支出について
31,190

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(１１月分-１)
2,695

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(１１月分-１)
1,640

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
7,298

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
60,709

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
696,964

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
4,030

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
28,306

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業業務委託料の支出について（平成２６年１０月分）
1,607,310

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）業務にかかる委託料の支出について（平成２６年１０月分）
1,243,800

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）業務にかかる委託料の支出について（平成２６年１０月分）
1,091,400

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費用医療助成費の支出について（平成２６年１１月支給決定分）
191,921

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
124,735

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
92,467

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費用医療助成費の支出について（平成２６年１１月支給決定分）
11,090

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(１１月分-１)
10,687

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
75,050

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月受取人払分）
2,134

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 高齢者支援・介護保険事務用コピー代金の支払いについて(１０月分)
10,702

住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
216,000

住吉区役所 企画課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金の支払について（第4回交通専門会議用）
1,043

住吉区役所 企画課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度住吉区役所広報紙「広報すみよし」配布業務経費の支出について（平成26年10月号）
732,093

住吉区役所 企画課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度点字版「広報すみよし（区政情報）」製作業務委託経費の支出について（１１月号）
130,053

住吉区役所 企画課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度住吉区役所広報紙「広報すみよし」企画・編集業務委託経費の支出について（１１月号）
243,000

住吉区役所 教育文化課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 住吉区観光案内板製作・設置業務受託事業者選定委員の報酬にかかる支出について
39,285

住吉区役所 教育文化課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 教育文化課市内出張交通費（９月分）の支出について
14,450

住吉区役所 教育文化課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 こども教育専門会議用小口支払基金の繰入について（10月分）
521

住吉区役所 教育文化課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 すみちゃんエコパートナー事業用小口支払基金の繰入について（１０月分）
988

住吉区役所 教育文化課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度住吉区社会教育関連学習会等助成事業講師謝礼の支出について（東粉浜小学校PTA）
12,400

住吉区役所 教育文化課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度地域教育推進事業講師謝礼の支出について
10,400

住吉区役所 教育文化課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（10月分）
99,071

住吉区役所 教育文化課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（10月分）
98,214

住吉区役所 保険年金課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の資金前渡について（１１月分）
100,000

住吉区役所 保険年金課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の資金前渡について（１１月分）
2,100,000

住吉区役所 保険年金課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業収納事務用歳出還付金支払資金の支出について（１１月分・一般及びマル退分）
100,000

住吉区役所 保険年金課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業収納事務用歳出還付金支払資金の支出について（１１月分・一般及びマル退分）
10,000

住吉区役所 保険年金課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金課一般事務用コピー代金の支出について（９月分）
12,786

住吉区役所 保険年金課 平成26年11月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業一般事務用市内出張交通費の支出について（４月分）
3,110

住吉区役所 保険年金課 平成26年11月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業一般事務用市内出張交通費の支出について（６月分）
320

住吉区役所 保険年金課 平成26年11月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業一般事務用市内出張交通費の支出について（５月分）
3,740

住吉区役所 保険年金課 平成26年11月11日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用還付金の支出について（歳出・一般）
344,200

住吉区役所 保険年金課 平成26年11月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（１０月分）
13,738

住吉区役所 保険年金課 平成26年11月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（１０月分）
517,400

住吉区役所 保険年金課 平成26年11月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（１０月分）
850,000

住吉区役所 保険年金課 平成26年11月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業一般事務用市内出張交通費の支出について（７月分）
4,450

住吉区役所 保険年金課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 国民年金出張旅費の支出について（10月分）
1,260

住吉区役所 保険年金課 平成26年11月25日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用保険料還付金の支出について（歳出・一般）
228,248

住吉区役所 保険年金課 平成26年11月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（１１月分）
557,975
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住吉区役所 保険年金課 平成26年11月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支給について（１１月分）
418,080

住吉区役所 保険年金課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（１１月分）
42,679

住吉区役所 保険年金課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(10月分)の支出について
20,261

住吉区役所 保険年金課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険料収納事務用後納郵便料金の支出について（１０月・後納）
446,180

住吉区役所 保険年金課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(10月分)の支出について
6,441,958

住吉区役所 保険年金課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(10月分)の支出について
227,558

住吉区役所 保険年金課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業収納事務用後納郵便料金の支出について（１０月分・受払）
76,032

住吉区役所 保険年金課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険料収納事務用後納郵便料金の支出について（１０月・後納）
909,541

住吉区役所 保険年金課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(後期)事務用後納郵便料金(10月分)の支出について
128,857

住吉区役所 保険年金課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(後期)事務用後納郵便料金(10月分)の支出について
192,499

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
342,477

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
6,550

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
238,512

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
80,440

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護事業用出産扶助費の支出について
42,160

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
230,040

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
360,294

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
389,753

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護事業用住宅扶助費の支出について
115,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
55,123

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
213,800

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料の支出について
1,500

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
172,620

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
19,242

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
83,980

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
218,453

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
390,876

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
33,700

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
213,220

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
367,200

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
167,220

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（１０月分）
10,586

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（１０月分）
600

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
267,440

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
307,200

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護事業用住宅扶助費の支出について
4,500

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
228,090

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
63,833

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
13,541

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課用消耗品（ハサミ他１８点）の購入及び同所要経費の支出について
46,042

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
236,693

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
100,870

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
32,920

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
292,116

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
253,527

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
58,510

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料の支出について
1,500

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料の支出について
3,000
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住吉区役所 生活支援課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料の支出について
1,500

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
238,460

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
96,670

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
9,799

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
42,300

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
287,778

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
194,976

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
231,292

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２６年１２月分生活保護費の支出について（１回目）
47,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
222,400

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２６年１２月分生活保護費の支出について（１回目）
23,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２６年１２月分生活保護費の支出について（１回目）
600,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 平成２６年１２月分生活保護費の支出について（１回目）
100,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２６年１２月分生活保護費の支出について（１回目）
1,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 平成２６年１２月分生活保護費の支出について（１回目）
100,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２６年１２月分生活保護費の支出について（１回目）
1,200,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 平成２６年１２月分生活保護費の支出について（１回目）
300,000

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
224,770

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活支援課出張旅費の支出について（９～１０月分）
1,300

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 生活支援課出張旅費の支出について（９～１０月分）
1,700

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援課出張旅費の支出について（９～１０月分）
10,720

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
397,900

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
156,918

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
44,730

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
285,840

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
378,860

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
1,329,282

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年１０月分)
287,051

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年１０月分)
220,611

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年９～１０月分)
338,657

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年９～１０月分)
362,077

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年１０月分)
301,195

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年１０月分)
398,230

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年１０月分)
338,296

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年１０月分)
380,722

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
237,340

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
1,968

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
410

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事業用コピー代金の支出について（１０月分）
46,845

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
1,096,232

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
100,700

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
66,440

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
355,436

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
39,240

住吉区役所 生活支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
216,460

東住吉区役所 総務課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課出張旅費の支出について（平成26年4・6月分）（総務課事務費）保健福祉課分
1,490

東住吉区役所 総務課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年経済センサス－基礎調査及び商業統計調査にかかる調査員報酬の支払いについて（口座不能分）
61,910

東住吉区役所 総務課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙啓発事業にかかるウェットティッシュ買入にかかる経費の支出について
55,296
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東住吉区役所 総務課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分後期）
2,220

東住吉区役所 総務課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分後期）
5,442

東住吉区役所 総務課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分後期）
1,749

東住吉区役所 総務課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分後期）
1,512

東住吉区役所 総務課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分後期）
5,054

東住吉区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用ローパーテーションパネルほか８点（東住吉区役所）買入にかかる経費の支出について
237,035

東住吉区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用 ポストイット他24点の購入経費の支出について
120,219

東住吉区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用備品等運搬業務にかかる経費の支出について
32,400

東住吉区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用平成26年度東住吉区役所ほか１ヶ所から排出する産業廃棄物収集運搬処理業務にかかる経費の支出について（１０月分）
12,668

東住吉区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用東住吉区役所から排出する廃液収集運搬処分業務にかかる経費の支出について
61,560

東住吉区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用大阪市東住吉区役所における窓口案内員業務従事者派遣業務にかかる経費の支出について(１０月分)
195,930

東住吉区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般管理用応接室会議用テーブル一式ほか１点（東住吉区役所）買入にかかる経費の支出について
1,181,928

東住吉区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般管理用ローパーテーションパネルほか８点（東住吉区役所）買入にかかる経費の支出について
600,637

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 市民サービス向上に向けた階層別職員接遇および実施指導研修の実施にかかる経費の支出について
399,600

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
4,337

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
172,353

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
131,719

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
121,654

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
165,737

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
165,492

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
5,707

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
204,193

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
3,098

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
5,707

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
148,399

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
170,093

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
161,055

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
125,802

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
172,065

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
168,245

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
4,468

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
181,104

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
3,098

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
232,666

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
299,583

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
6,946

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
202,878

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
227,941

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（平成26年3月31日借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
241,718

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
402,224

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
331,818

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
117,791

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
239,477

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
211,375

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
3,848

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
8,184

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
5,087
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東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
6,326

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
2,478

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
160,191

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
3,098

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
3,717

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
4,468

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
5,707

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
220,217

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 平成26年全国消費実態調査事務用　クリヤーホルダー外３点の購入経費の支出について
6,577

東住吉区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（平成26年3月31日借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
3,253

東住吉区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区役所外２箇所庁舎清掃業務委託　長期継続（その２）にかかる経費の支出について（１０月分）
340,632

東住吉区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　東住吉区役所外１箇所　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入に係る経費の支出について（１０月分）
6,195

東住吉区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　東住吉区役所ＡＥＤ（自動体外式除細動器）セット一式長期借入に係る経費の支出について（１０月分）
4,620

東住吉区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成26年10月分電話料金の支出について（携帯電話）
1,610

東住吉区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成26年10月分電話料金の支出について（矢田出張所）
6,998

東住吉区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課出張旅費の支出について（平成26年8月分）（総務課事務費）
16,692

東住吉区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 総務課出張旅費の支出について（平成26年10月分）（試験）
360

東住吉区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　コピー料金の支出について（10月分）
36,978

東住吉区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年度10月分　後納郵便料の支出について（総務課）
2,025

東住吉区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年度10月分　後納郵便料の支出について（総務課）
900

東住吉区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年度10月分　後納郵便料の支出について（総務課）
1,180

東住吉区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年度10月分　後納郵便料の支出について（総務課）
1,148

東住吉区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年度10月分　後納郵便料について（経済センサス・商業統計調査、受取人払分）
2,134

東住吉区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成26年度10月分　後納郵便料の支出について（総務課）
574

東住吉区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 平成26年度10月分　後納郵便料の支出について（総務課）
7,626

東住吉区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　トナーカートリッジ購入経費の支出について
131,652

東住吉区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　平成26年10月分電話料金の支出について（証明書発行システム分）
7,695

東住吉区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　平成26年10月分電話料金の支出について（市内通話料）
36,477

東住吉区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成26年10月分電話料金の支出について（光回線）
338,923

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年１１月分国民健康保険葬祭費及び出産育児一時金の支出について
100,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年１１月分国民健康保険葬祭費及び出産育児一時金の支出について
900,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の還付金　11月分支払資金（歳出一般）
50,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の還付金　11月分支払資金（歳出マル退）
20,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年11月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費の支出について
1,358,717

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年11月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険退職療養費の支出について
99,157

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年11月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出および支給決定通知書の送付について
400,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年11月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成26年度　窓口サービス課（保険年金）にかかるゴム印の購入及び同経費の支出について
6,848

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年11月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について
350,733

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年11月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について
1,218

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年11月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
1,200,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分後納郵便料の支出について（住民情報担当事務費）
121,304
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東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報事務用の切手購入にかかる経費の支出について（平成２６年度第３四半期分）
52,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 書籍の購入経費の支出について（住民情報担当事務費）
2,764

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
250,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用郵便切手等の購入及び同経費の支出について
10,200

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２６年１０月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
582

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２６年１０月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
512

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２６年１０月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
6,596

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２６年１０月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
6,146,274

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理）平成２６年１０月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
34,139

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２６年１０月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
7,810

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理）平成２６年１０月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
1,261

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２６年１０月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
619,092

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理）平成２６年１０分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
16,761

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２６年１０月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
208,932

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２６年度１０月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
8,827

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２６年度１０月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
28,984

東住吉区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２６年１０月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
92,214

東住吉区役所 政策推進課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年9月分　市内出張交通費の支出について（政策推進課）
4,784

東住吉区役所 政策推進課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」企画編集等業務委託にかかる経費の支出について（平成26年11月号）
91,243

東住吉区役所 政策推進課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」企画編集等業務委託にかかる経費の支出について（平成26年10月号）
164,239

東住吉区役所 政策推進課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東住吉区の広報紙（平成２６年５月号～平成２７年４月号）概算印刷にかかる経費の支出について（平成26年11月号）
315,802

東住吉区役所 政策推進課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分後納郵便料の支出について（政策推進課）
2,870

東住吉区役所 政策推進課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分後納郵便料の支出について（政策推進課）
360

東住吉区役所 政策推進課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成26年11月号）
322,099

東住吉区役所 政策推進課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「広報東住吉なでしこ（区政情報）」製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成26年11月号）
39,810

東住吉区役所 政策推進課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」の配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成26年11月号）
95,938

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
4,087

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
64,514

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
79,962

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
9,432

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
75,414

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
196,567

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
248,202

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
320,551

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
22,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費の支給決定及び同経費の支出について（費用支給）
49,926

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
57,199

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
35,841

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
14,043

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
49,895

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
6,120

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
15,720

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
15,091

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
71,965

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
368,288

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
143,931

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
283,054

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
269,860



平成26年度（平成26年11月）　公金支出情報

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

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
22,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
22,353

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
149,373

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
74,574

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
1,676

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
83,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
34,190

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
57,280

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における妊娠検査料の支出について
3,120

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
61,470

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
4,320

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度心身障がい者(児)住宅改修費給付事業における重度心身障がい者住宅改修費経費の支出について
472,874

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
77,525

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
28,080

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における長期入院患者にかかる診療報酬の支出について
43,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当支払給付費（未支払請求分）の支出について
55,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
41,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
164,116

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
162,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
151,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
3,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
225,710

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
97,210

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成２６年４～９月分身体・知的障がい者相談員報酬の支出について
79,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成２６年４～９月分身体・知的障がい者相談員報酬の支出について
45,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
28,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
258,436

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
46,007

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
38,388

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
224,793

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
25,720

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成26年9月分　ソーシャルワーカー用インターネットの使用にかかる経費の支出について（平成26年度コミュニティソーシャルワーク推進（地域生活支援）事業）
3,614

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 後見等開始の審判請求にかかる診断書料の支出について（障がい）
3,240

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について
1,919,679

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
24,640

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
56,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療（一部負担金相当額一部）助成費の支出について
195,323

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援）出張交通費（９月分）の支出について
8,814

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援）出張交通費（９月分）の支出について
2,776

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援）出張交通費（９月分）の支出について
3,484

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
59,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
355,364

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
21,076

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
352,305

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
167,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
40,011

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支出について
677,172
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東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について
124,552

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求にかかる診断書料の支出について
4,320

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はつらつ脳活性化元気アップ事業にかかる講師謝礼の支出について（平成26年9月分）
94,780

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域親子サロンを利用した養育者の健康診査にかかる講師謝礼の支出について（平成26年9月分）
53,240

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度１０月分　小口支払基金の繰入について
3,053

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度１０月分　小口支払基金の繰入について
3,996

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２６年度１０月分　小口支払基金の繰入について
23,166

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 平成２６年度１０月分　小口支払基金の繰入について
4,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度１０月分　小口支払基金の繰入について
4,100

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度１０月分　小口支払基金の繰入について
300

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
666,348

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
210,340

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
552,473

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
344,666

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座にかかる講師謝礼の支出について（平成26年9月分）
14,140

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度１０月分　小口支払基金の繰入について
4,100

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 養育者の健康診査事業にかかる血液検査業務委託経費の支出について（第５回中間払い）
30,164

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
5,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
25,640

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
16,080

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
5,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
214,416

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
193,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）レターパックライトの購入について
18,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
217,080

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
172,427

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
18,864

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
93,209

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
103,425

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
15,510

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
9,536

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
256,413

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式））
182,430

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
159,924

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
208,447

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
59,316

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
8,488

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
11,989

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
5,764

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
14,043

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
106,896

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
19,807

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
25,717

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
67,992

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
10,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
167,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
222,720

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
71,458
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東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
1,328

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 平成２６年１０月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
4,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年１０月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
1,080

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
920

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
381,036

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
92,745

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 平成２６年１０月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
12,033

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
4,100

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年１０月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
14,601

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 平成２６年１０月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
6,624

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
2,116

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 平成２６年１０月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
3,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
69,324

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
198,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
7,128

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
144,640

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
37,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
219,550

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
42,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
298,669

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
116,640

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
11,988

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
35,640

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
33,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
1,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
5,180

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
214,416

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 東住吉区保健福祉センター診察衣等洗濯請負にかかる経費の支出について（第６回中間払い）
6,480

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
133,584

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
98,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
144,180

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護住宅改修費の支出について
205,410

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年１０月分ＢＣＧ予防接種事業にかかる報償金の支出について
49,780

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２６年１０月分歯科相談にかかる報償金の支出について
62,380

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉講師料平成２６年１０月分の支出について
28,880

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
97,180

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２６年１２月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
100,000,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２６年１２月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
42,000,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２６年１２月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
800,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 平成２６年１２月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
50,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
1,728

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２６年１２月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
1,000,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
24,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
10,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
396,549

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 平成２６年１２月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
100,000
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東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２６年１２月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
3,000,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
216,865

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 平成２６年１２月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
250,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
234,670

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
71,955

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健担当後納郵便料の支出について
1,802

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
21,492

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
79,962

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
24,565

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
15,720

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
484,176

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
79,962

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
128,127

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
55,007

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
45,797

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
232,084

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
265,915

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
136,289

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
891,921

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
156,936

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
51,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度心身障がい者(児)住宅改修費給付事業における重度心身障がい者住宅改修費経費の支出について
222,485

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
122,693

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
119,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
90,640

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成26年10月分）の支出について
1,416,993

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健担当後納郵便料の支出について
630

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健担当後納郵便料の支出について
3,582

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健担当後納郵便料の支出について
738

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健担当後納郵便料の支出について
12,673

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健担当後納郵便料の支出について
1,066

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健担当後納郵便料の支出について
82

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健担当後納郵便料の支出について
410

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健担当後納郵便料の支出について
400

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健担当後納郵便料の支出について
5,039

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健担当後納郵便料の支出について
174

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査等にかかる報償金の支出について（平成26年10月分）
542,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健担当後納郵便料の支出について
22,296

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費の支出について（平成26年11月分）
1,496,310

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健担当後納郵便料の支出について
3,280

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健担当後納郵便料の支出について
246

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
86,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成26年10月分）の支出について
156,100

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成26年10月分）の支出について
267,668

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
3,864

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年１０月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
15,752

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
1,558

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
72,486
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東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
3,026

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
40,533

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
4,861

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
318,930

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
13,778

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
1,034

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
1,978

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）コピー料金の支出について（１０月分）
22,119

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
86,510

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
31,584

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
27,907

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
328

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分（3/5件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
1,358

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
67,739

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分（2/5件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
16,112

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
515,929

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年１０月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
14,466

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
4,120

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
105,163

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
72,658

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 平成２６年１０月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
556

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
93,938

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健福祉課（介護保険）後納郵便料の支出について
158,702

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分（4/5件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料(料金受取人払)の支出について
2,231

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分（5/5件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料(料金受取人払)の支出について
21,090

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分（1/5件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料(料金受取人払)の支出について
4,753

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 平成２６年１０月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
1,505

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２６年１０月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
4,866

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 養育者の健康診査事業にかかる血液検査業務委託経費の支出について（第６回中間払い）
2,872

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
5,730

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
10,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２６年１０月分後納郵便料の支出について
24,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２６年１０月分後納郵便料の支出について
100,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２６年１０月分料金受取人払郵便料の支出について
80,026

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２６年１０月分後納郵便料の支出について
705,790

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２６年１０月分料金受取人払郵便料の支出について
28,428

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
86,119

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
69,627

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
150,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業にかかる経費の支出について（平成26年10月分）
1,498,640

東住吉区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業にかかる経費の支出について（平成26年10月分）
837,090

東住吉区役所 区民企画課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 白鷺中学校PTA講習会の実施に係る講師謝礼金の支出について（PTA・社会教育関係団体対象学習会助成事業）
8,600

東住吉区役所 区民企画課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 生涯学習推進事業「のびのび・ワクワク体験広場」にかかる賠償責任保険料の支出について
5,000

東住吉区役所 区民企画課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東住吉区人権啓発推進事業業務委託にかかる公募型企画コンペ審査委員会委員の報償金の支出について
39,285

東住吉区役所 区民企画課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 学校体育施設開放事業にかかる備品購入経費の支出について「ワンタッチテント外１点買入」
148,824

東住吉区役所 区民企画課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業に係る区発達障がいアドバイザーの報償金（10月分）の支出について
12,400

東住吉区役所 区民企画課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 中野中学校PTA講習会の実施に係る講師謝礼金の支出について（PTA・社会教育関係団体対象学習会助成事業）
10,650



平成26年度（平成26年11月）　公金支出情報

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

東住吉区役所 区民企画課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 わがまち安全マップづくり（わがまち安全探検隊）の実施にかかる講師謝礼経費の支出について（防犯・交通安全対策事業）
102,600

東住吉区役所 区民企画課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 北田辺小学校PTA講習会の実施に係る講師謝礼金の支出について（PTA・社会教育関係団体対象学習会助成事業）
21,300

東住吉区役所 区民企画課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区民講師講座「年賀状講座」にかかる講師謝礼の支出について（生涯学習推進事業）
10,000

東住吉区役所 区民企画課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 のびのび・ワクワク体験広場の実施にかかる物品購入費の支出について（生涯学習推進事業）
71,280

東住吉区役所 区民企画課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習推進事業にかかる物品購入費の支出について
33,696

東住吉区役所 区民企画課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民講師講座実施にかかる物品購入費の支出について（生涯学習推進事業）
32,589

東住吉区役所 区民企画課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入経費の支出について｢空リール｣
16,632

東住吉区役所 区民企画課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発事業にかかる啓発用ポケットティッシュの購入経費の支出について
32,832

東住吉区役所 区民企画課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 東住吉区連続歴史講座「大坂の陣４００年　桑津～平野編」にかかる市民活動行事保険の加入について（魅力再発見・発信事業）
1,050

東住吉区役所 区民企画課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年度10月分　地域安全対策用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（防犯・交通安全対策事業）
7,487

東住吉区役所 区民企画課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム講座にかかる講師謝礼の支出について（10月分）
37,500

東住吉区役所 区民企画課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業にかかる防災資機材（トイレ処理セット）の購入経費の支出について
280,800

東住吉区役所 区民企画課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業にかかる防災資機材(ポータブルトイレテント他１点）の購入経費の支出について
45,036

東住吉区役所 区民企画課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業にかかる防災資機材（ＬＥＤ投光器他１点）の購入経費の支出について
36,720

東住吉区役所 区民企画課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
2,145

東住吉区役所 区民企画課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
6,106

東住吉区役所 区民企画課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
82

東住吉区役所 区民企画課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
1,312

東住吉区役所 区民企画課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　東住吉区生涯学習推進事業にかかる発送物配達業務委託(概算契約)経費の支出について（10月分）(生涯学習推進事業)
2,922

東住吉区役所 区民企画課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 市立東住吉区老人福祉センターほか２施設の清掃業務一式代金の支出について（平成２６年４月～９月分）
30,194

東住吉区役所 区民企画課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支払いについて（４月～９月分）
4,800

東住吉区役所 区民企画課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成26年度　郵便物受取人払にかかる後納料金の支出について（10月分）（学校選択制）
39,673

東住吉区役所 区民企画課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成26年10月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
1,500

平野区役所 総務課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平野区役所災害対策住宅にかかる電話回線使用料の支出について（26年10月分）
2,768

平野区役所 総務課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地方財務実務提要の追録買入（概算契約）にかかる経費の支出について《追録　５１７－５１８》
4,526

平野区役所 総務課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所乾式複写機使用にかかる経費の支出について（９月分）
250,997

平野区役所 総務課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度 平野区役所産業廃棄物収集運搬・処理業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
8,523

平野区役所 総務課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　会費 特定科学物質及び四アルキル鉛作業主任者技能講習受講にかかる受講料の支出について
12,744

平野区役所 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅にかかる賃料等（１２月分）の支出について
123,000

平野区役所 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用トナー・ドラムカートリッジ（平野区役所）買入にかかる経費の支出について
2,951,964

平野区役所 総務課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平野区役所事務用市内出張交通費の支出について（８月分）
36,030

平野区役所 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区民センター植栽除去業務にかかる経費の支出について
48,600

平野区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
19,640

平野区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 長吉・瓜破出張所電気使用にかかる経費の支出について（１１月請求分）
110,109

平野区役所 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 平野区役所２階トイレ水漏れ補修業務にかかる経費の支出について
49,140

平野区役所 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　特別旅費 平成26年度海外研修にかかる出張旅費の支出について
1,610

平野区役所 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用温水洗浄便座買入にかかる経費の支出について
50,436

平野区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
6,090

平野区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
18,040

平野区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 火災発生時の物品運搬にかかるタクシー代の支出について
3,800

平野区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 総務課小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
648

平野区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２６年度１０月分）
85,318

平野区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用パソコン等賃貸借にかかる経費の支出について（平成26年度10月分）
23,205

平野区役所 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２６年度１０月分）
196,540

平野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール買入にかかる経費の支出について
61,732

平野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用朝日新聞購入経費の支出について（平成26年度10月分）
4,037

平野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区事務用トナーカートリッジ（イエロー）ほか２点の購入にかかる経費の支出について
82,458

平野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 3出張所インターネット使用にかかる経費の支出について（１０月分）
20,994
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平野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 瓜破出張所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（平成26年度10月分）
7,188

平野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 長吉出張所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（平成26年度10月分）
8,720

平野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便にかかる経費の支出について（26年10月分）
1,958

平野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 加美出張所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（平成26年度10月分）
8,012

平野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 長吉・瓜破・加美出張所機械警備にかかる経費の支出について（10月分）
27,540

平野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口案内員及び保健福祉課フロアマネージャー派遣業務にかかる経費の支出について（平成26年10月分）
657,720

平野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所庁舎（長吉・瓜破・加美出張所含む）清掃業務委託にかかる経費の支出について（10月分）
714,420

平野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便にかかる経費の支出について（26年10月分）
14,104

平野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用（受取人払い）後納郵便にかかる経費の支出について（平成26年度10月分）
970

平野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 職員採用試験にかかる市内出張交通費の支出について
720

平野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便にかかる経費の支出について（平成26年度10月分）
328

平野区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便にかかる経費の支出について（平成26年度10月分）
10,880

平野区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険１１月分保険給付費（出産育児一時金）の支出について
2,340,000

平野区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金（歳出・一般）１１月分支払資金の支出について
300,000

平野区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金（歳出・退職）１１月分支払資金の支出について
10,000

平野区役所 窓口サービス課 平成26年11月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（11月5日支払分）
128,054

平野区役所 窓口サービス課 平成26年11月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・退職）の支出について（11月5日支払分）
35,166

平野区役所 窓口サービス課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口サービス課住民情報等委託（長期継続契約）の経費の支出について（9月分）
3,340,616

平野区役所 窓口サービス課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口サービス課住民情報等委託（長期継続契約）の経費の支出について（9月分）
370,966

平野区役所 窓口サービス課 平成26年11月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（9月分）
39,011

平野区役所 窓口サービス課 平成26年11月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（11月10日支払分）
245,716

平野区役所 窓口サービス課 平成26年11月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・退職）の支出について（11月10日支払分）
2,866

平野区役所 窓口サービス課 平成26年11月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用ゴム印の購入及び同所要経費の支出について
16,339

平野区役所 窓口サービス課 平成26年11月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支給決定及び支出について（一般分）
1,634,983

平野区役所 窓口サービス課 平成26年11月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（11月20日支払分）
218,820

平野区役所 窓口サービス課 平成26年11月25日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（11月25日支払分）
107,363

平野区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成２６年１０月受付分・９月受付口座不能分）
1,500,000

平野区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２６年１０月受付分）
883,403

平野区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口サービス課住民情報等委託（長期継続契約）の経費の支出について（平成２６年１０月分）
2,810,389

平野区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務用運搬費（料金受取人払後納）の支出について（10月分　就学用受取人払含む）
155,501

平野区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口サービス課住民情報等委託（長期継続契約）の経費の支出について（平成２６年１０月分）
370,967

平野区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務用運搬費（料金受取人払後納）の支出について（10月分　就学用受取人払含む）
77,115

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用クリアーホルダー（名入れあり）にかかる購入経費の支出について
59,400

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用写真用紙購入経費の支出について
22,140

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 災害に強いまちづくり推進事業用防災フェスティバルポスター・チラシ作成業務にかかる経費の支出について
91,260

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市平野区における新たな地域コミュニティ支援事業の経費の支出について（第３四半期分）
5,545,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課業務用輪転印刷機インクの購入経費の支出について
17,496

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 災害に強いまちづくり推進事業用防災フェスティバルにかかる保険料の支出について
34,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用発電機購入経費の支出について
385,128

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用防災啓発用口腔ケアティッシュほか１点購入経費の支出について
205,200

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯プロジェクト事業用インクカートリッジほか５点購入経費支出について
145,800

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（10月分）
16,511

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（10月分）
23,910

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（10月分）
11,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（10月分）
1,248

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯プロジェクト事業用アルカリ乾電池ほか９点購入経費支出について
126,824

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「種から育てる地域の花づくり」支援事業業務用コンクリート製ブロックの購入経費の支出について
1,620

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯プロジェクト事業用落書き消去剤購入経費支出について
95,580
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平野区役所 まちづくり協働課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金（平成26年10月分）の支払について
5,032

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金（平成26年10月分）の支払について
5,616

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金（平成26年10月分）の支払について
6,062

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金（平成26年10月分）の支払について
2,706

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「種から育てる地域の花づくり」支援事業業務用プランターほか２点購入経費の支出について
67,608

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用インクカートリッジほか３点購入経費の支出について
218,322

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯プロジェクト事業用デジタルカメラ購入経費支出について
11,880

平野区役所 まちづくり協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年健全育成・非行防止推進事業用　平野区グラウンドゴルフ大会優勝カップほか１点の購入にかかる経費の支出について
11,734

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
332,296

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
95,640

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年１１月分市立保育所消耗品費（特別保育分）の支出について
30,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成２６年１１月分市立保育所消耗品費の支出について
180,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年１０月分　ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について
149,340

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
48,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
769,854

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 平成２６年度　健康づくり展げる講座講師報償金の支払について
9,160

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月07日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉資金の修学資金（大学）の支出について（第３四半期分）
162,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第１１号）
300,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月11日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学・短大・専修学校）の支出について（第３四半期分）
162,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 親子広場パート2にかかる講師謝礼金の支出について（９月分）
8,600

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
617,050

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
143,035

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
1,141,565

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
156,890

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（１１月分）
734,845

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担相当額等一部助成事業用医療費の支出について（１１月分）
109,796

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（１１月分）
206,932

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（１１月分）
46,586

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 前向き子育てプログラム事業にかかる報償金の支出について(6月分)
10,947

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 前向き子育てプログラム事業にかかる報償金の支出について(７月分)
7,785

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,850

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 高齢者敬老訪問事業における記念品購入経費の支出について
54,885

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
2,500

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 平野区役所所管公用車のタイヤ交換の実施並びに同所要経費の支出について
50,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
761,909

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
533,984

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
9,820

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学・短大・専修学校）の支出について（第３四半期分）
162,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
8,760

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
6,800

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
19,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
5,460

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
58,671

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
12,600

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
5,749

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
7,420

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
6,564
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平野区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「救急カプセルを活用した高齢者等見守りネットワークの構築」事業業務委託にかかる委託料の支出について（長吉東部）
240,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「認知症等に対するサポーターの養成と“ほっと安心ネットワーク”の構築」事業業務委託にかかる委託料の支出について（第２四半期分）
269,500

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「認知症等に対するサポーターの養成と“ほっと安心ネットワーク”の構築」事業業務委託にかかる委託料の支出について（第１四半期分）
269,500

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
154,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
69,093

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内出張交通費（保育事務）の支出について
3,160

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 身体障がい者相談員にかかる報償金の支出について（平成２６年４月～平成２６年９月分）
102,600

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
2,060,484

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
259,200

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 親子広場パート2にかかる講師謝礼金の支出について（１０月分）
8,600

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 「いきいき百歳体操交流会」にかかる市民活動行事保険への加入及び同所要経費の支出について
12,150

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「救急カプセルを活用した高齢者等見守りネットワークの構築」事業業務委託にかかる委託料の支出について（第２四半期分）
725,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「高齢者・障がい者への相談体制の充実」事業業務委託にかかる委託料の支出について（第２四半期分）
1,600,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（９月分）の支出について
560

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 知的障がい者相談員にかかる報償金の支出について（平成26年4月～9月分）
45,600

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（９月分）の支出について
480

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（９月分）の支出について
1,560

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（９月分）の支出について
1,900

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（９月分）の支出について
560

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（９月分）の支出について
600

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者における後見等開始の審判請求にかかる費用の支出について（№26-7）
5,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者における後見等開始の審判請求にかかる費用の支出について（№26-10）
3,240

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 虐待防止活動評価検討会における外部専門家への報償金の支払いについて（１１月分）
35,040

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 虐待防止活動評価検討会における外部専門家への報償金の支払いについて（１０月分）
17,140

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
141,894

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年１０月分乳幼児健康診査等報償金の支出について
890,860

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成２６年１１月分市立保育所給食賄材料費の支出について
3,879,390

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による高額障がい福祉サービス等給付費の支出について
16,873

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉法による高額障がい児通所給付費の支出について
17,160

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成26年10月分　家族教室事業講師料の支出について
10,440

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て支援保育ボランティア養成講座にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
1,017,644

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
1,349,139

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員活動費（第２四半期分）の支出について
29,000

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支出について（１０月分）
596,143

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１０月分後納郵便料の支出について
3,385

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１０月分）の支出について
720

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１０月分後納郵便料の支出について
2,410

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１０月分後納郵便料の支出について
162,953

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１０月分後納郵便料の支出について
20,100

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（１１月分）
1,257,982

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１０月分）の支出について
480

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１０月分後納郵便料の支出について
21,976

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担相当額等一部助成事業用医療費の支出について（１１月分）
525,253

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１０月分）の支出について
1,700

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１０月分）の支出について
560
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平野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１０月分）の支出について
2,340

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１０月分後納郵便料の支出について
1,083,984

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１０月分後納郵便料の支出について
17,531

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１０月分後納郵便料の支出について
22,124

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（１１月分）
636,596

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１０月分後納郵便料の支出について
176,945

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１０月分後納郵便料の支出について
19,688

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１０月分後納郵便料の支出について
208,070

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（１１月分）
46,058

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１０月分後納郵便料の支出について
96,500

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（１０月分）
560

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１０月分後納郵便料の支出について
136,122

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用１０月分後納郵便料（料金受取人払い）の支出について
52,761

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１０月分後納郵便料の支出について
35,228

平野区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１０月分）の支出について
600

平野区役所 政策推進課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平野区生涯学習推進員研修会にかかる講師謝礼の支出について
15,480

平野区役所 政策推進課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度　平野区のこどもたちを元気にする会議にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

平野区役所 政策推進課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会にかかる講師謝礼の支出について
12,400

平野区役所 政策推進課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平野区広報紙「広報ひらの」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について(10月号)
555,768

平野区役所 政策推進課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平野区広報紙「広報ひらの」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について(１０月号)
780,904

平野区役所 政策推進課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区広報紙「広報ひらの」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について(10月号)
165,240

平野区役所 政策推進課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への平野区広報紙「広報ひらの」配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について(10月号)
170,962

平野区役所 政策推進課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度市民協働による子育て子育ち応援事業にかかるカラーペーパー外４点の購入経費の支出について
49,950

平野区役所 政策推進課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用トナーカートリッジの購入及び同所要経費の支出について
180,014

平野区役所 政策推進課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度市民協働による子育て子育ち応援事業にかかるジョイントクッションの購入経費の支出について
39,052

平野区役所 政策推進課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会にかかる講師謝礼の支出について
8,600

平野区役所 政策推進課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生涯学習ルーム事業主催事業講師謝礼の支出について（９月分）
27,555

平野区役所 政策推進課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会にかかる講師謝礼の支出について
8,600

平野区役所 政策推進課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会にかかる講師謝礼の支出について
6,450

平野区役所 政策推進課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成２６年度区民協働企画講座の市民活動行事保険加入経費の支出について
900

平野区役所 政策推進課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 第１０回産業交流フェアにかかる分担金の支出について
1,000,000

平野区役所 政策推進課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度区民協働企画講座「大坂の陣　後藤又兵衛 いざ出陣」講師謝礼の支出について
5,000

平野区役所 政策推進課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平野区学力サポート事業指導員報償金（平成26年10月分）の支出について
107,380

平野区役所 政策推進課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 魅力発信事業用区制４０周年記念フラッグの作製及び同所要経費の支出について
59,400

平野区役所 政策推進課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度広聴・広報事業ひらの区民モニターアンケート調査に係る物品の購入経費の支出について
34,020

平野区役所 政策推進課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（１０月分）
2,040

平野区役所 政策推進課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（１０月分）
14,227

平野区役所 政策推進課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（１０月分）
2,626

平野区役所 政策推進課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（１０月分）
22,571

平野区役所 政策推進課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（１０月分）
6,512

平野区役所 政策推進課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（１０月分）
82

平野区役所 政策推進課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（１０月分）
7,857

平野区役所 政策推進課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（１０月分）
140

平野区役所 政策推進課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成２６年度平野区生涯学習ルーム活動発表会（舞台発表の部）の市民活動行事保険加入経費の支出について
9,000

平野区役所 生活支援課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
81,860

平野区役所 生活支援課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
29,800

平野区役所 生活支援課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務における移送費の支払について
21,520

平野区役所 生活支援課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
169,480
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平野区役所 生活支援課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代及び校外活動費（９月分）の支払について
333,542

平野区役所 生活支援課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
363,966

平野区役所 生活支援課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
206,856

平野区役所 生活支援課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払について
93,960

平野区役所 生活支援課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
137,719

平野区役所 生活支援課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
316,440

平野区役所 生活支援課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
153,590

平野区役所 生活支援課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
313,810

平野区役所 生活支援課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
74,590

平野区役所 生活支援課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
213,220

平野区役所 生活支援課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
380,440

平野区役所 生活支援課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（９月分）の支払について
148,750

平野区役所 生活支援課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
70,040

平野区役所 生活支援課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
309,913

平野区役所 生活支援課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　長期入院患者にかかる診療報酬の支出について
17,280

平野区役所 生活支援課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
5,640

平野区役所 生活支援課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
169,567

平野区役所 生活支援課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
146,800

平野区役所 生活支援課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
36,800

平野区役所 生活支援課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
3,000

平野区役所 生活支援課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
209,412

平野区役所 生活支援課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
178,920

平野区役所 生活支援課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
96,157

平野区役所 生活支援課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
4,716

平野区役所 生活支援課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（９月分）の支払について
5,687

平野区役所 生活支援課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
10,010

平野区役所 生活支援課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
183,000

平野区役所 生活支援課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
99,802

平野区役所 生活支援課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
6,280

平野区役所 生活支援課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
64,800

平野区役所 生活支援課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
242,230

平野区役所 生活支援課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
5,098

平野区役所 生活支援課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
4,800

平野区役所 生活支援課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
23,760

平野区役所 生活支援課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
5,697

平野区役所 生活支援課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
76,200

平野区役所 生活支援課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
5,300

平野区役所 生活支援課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
5,916

平野区役所 生活支援課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
3,726

平野区役所 生活支援課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
10,000

平野区役所 生活支援課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
2,981

平野区役所 生活支援課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
9,254

平野区役所 生活支援課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
9,360

平野区役所 生活支援課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
12,151

平野区役所 生活支援課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
8,530

平野区役所 生活支援課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
2,712

平野区役所 生活支援課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
144,474

平野区役所 生活支援課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
59,380
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平野区役所 生活支援課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
865,840

平野区役所 生活支援課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払について
43,200

平野区役所 生活支援課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
64,440

平野区役所 生活支援課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
188,580

平野区役所 生活支援課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務における住宅維持費の支払について
28,188

平野区役所 生活支援課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（９月分・１１月分）の支払について
318,181

平野区役所 生活支援課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
55,770

平野区役所 生活支援課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
260,576

平野区役所 生活支援課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務における就労自立給付金の支出について
74,433

平野区役所 生活支援課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　非指定医療機関診療報酬の支出について
1,410

平野区役所 生活支援課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
335,384

平野区役所 生活支援課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
140,000

平野区役所 生活支援課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
54,860

平野区役所 生活支援課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
29,590

平野区役所 生活支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 生活保護事務にかかる小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年５月分）
9,515

平野区役所 生活支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
23,140

平野区役所 生活支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
95,040

平野区役所 生活支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
40,230

平野区役所 生活支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
284,480

平野区役所 生活支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
72,463

平野区役所 生活支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１０月分）の支払について
180,150

平野区役所 生活支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１０月分）の支払について
354,900

平野区役所 生活支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（１０月分）の支払について
331,300

平野区役所 生活支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
80,363

平野区役所 生活支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
391,472

平野区役所 生活支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
213,220

平野区役所 生活支援課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務における就労自立給付金の支出について
90,054

平野区役所 生活支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用平成２６年１２月分生活保護費の支出について
75,000,000

平野区役所 生活支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務用平成２６年１２月分生活保護費の支出について
25,000,000

平野区役所 生活支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（１０月分）の支払について
370,160

平野区役所 生活支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務用平成２６年１２月分生活保護費の支出について
1,100,000

平野区役所 生活支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務用平成２６年１２月分生活保護費の支出について
50,000

平野区役所 生活支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用平成２６年１２月分生活保護費の支出について
750,000

平野区役所 生活支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護業務用平成２６年１２月分生活保護費の支出について
100,000

平野区役所 生活支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護業務用平成２６年１２月分生活保護費の支出について
1,000,000

平野区役所 生活支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
213,220

平野区役所 生活支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務用平成２６年１２月分生活保護費の支出について
300,000

平野区役所 生活支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務における就労自立給付金の支出について
98,490

平野区役所 生活支援課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び校外活動費（１０月分）の支払について
339,737

平野区役所 生活支援課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（１０月分）の支払について
362,411

平野区役所 生活支援課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１０月分）の支払について
372,511

平野区役所 生活支援課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（１０月分）の支払について
276,286

平野区役所 生活支援課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
100,000

平野区役所 生活支援課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
396,638

平野区役所 生活支援課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
38,100

平野区役所 生活支援課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
176,338

平野区役所 生活支援課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
191,736

平野区役所 生活支援課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用生活扶助金の支出について
29,390
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平野区役所 生活支援課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払について
8,060

平野区役所 生活支援課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
101,235

平野区役所 生活支援課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び校外活動費（１０月分）の支払について
235,037

平野区役所 生活支援課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１０月分）の支払について
312,200

平野区役所 生活支援課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（１０月分）の支払について
356,413

平野区役所 生活支援課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（９月分・１０月分）の支払について
368,043

平野区役所 生活支援課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
3,888

平野区役所 生活支援課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
186,393

平野区役所 生活支援課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
2,820

平野区役所 生活支援課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
17,940

平野区役所 生活支援課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
294,516

平野区役所 生活支援課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
3,800

平野区役所 生活支援課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（１０月分）の支払について
113,834

平野区役所 生活支援課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
35,208

平野区役所 生活支援課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
33,060

平野区役所 生活支援課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
2,831

平野区役所 生活支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
1,380,308

平野区役所 生活支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
87,100

平野区役所 生活支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務用平成２６年１１月分生活保護費の支出について（追加分）
1,000,000

平野区役所 生活支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１０月分）の支払について
153,964

平野区役所 生活支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
100,000

平野区役所 生活支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる短期入所サービス費用の支出について
50,620

平野区役所 生活支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
120,000

平野区役所 生活支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
40,446

平野区役所 生活支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
289,658

平野区役所 生活支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
231,010

平野区役所 生活支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
426,440

平野区役所 生活支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務における就労自立給付金の支出について
66,249

西成区役所 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎維持管理用　西成区役所庁舎　中央監視装置UPS（無停電電源装置）交換業務経費の支出について
648,000

西成区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　ガス代（空調系）の支出について（１０月分）
253,032

西成区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区合同庁舎防災センター監視業務委託経費の支出について（平成２６年１０月分）
136,780

西成区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障害者用庁内情報利用パソコン（西成区役所）一式長期借入経費の支出について(平成２６年１０月分)
60,372

西成区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について(平成２６年１０月分)
44,505

西成区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について(平成２６年１０月分)
328,145

西成区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について(平成２６年１０月分)
6,415

西成区役所 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について(平成２６年１０月分)
3,038

西成区役所 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　西成区合同庁舎機械警備業務経費の支出について（平成２６年１０月分）
32,918

西成区役所 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　障がい者の就業訓練を目的とした西成区役所清掃委託業務（日常清掃）経費の支出について（平成２６年１０月分）
471,852

西成区役所 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　西成区合同庁舎機械警備設備保守点検業務経費の支出について（平成２６年１０月分）
27,820

西成区役所 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区役所等産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（単価契約）経費の支出について（７月～９月分）
37,348

西成区役所 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区役所等産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（単価契約）経費の支出について（７月～９月分）
70,069

西成区役所 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所窓口案内従事者派遣業務（長期継続）経費の支出について（平成２６年１０月分）
321,904

西成区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（平成２６年１０月分）
29,262

西成区役所 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　平成２６年度西成区役所庁舎清掃業務委託（定期清掃）経費の支出について（１０月分）
183,330

西成区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 特別顧問の報酬及び費用弁償の支出について（平成26年10月分）
188,277

西成区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 特別顧問の報酬及び費用弁償の支出について（平成26年10月分）
156,890

西成区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅の家賃の支出について（平成26年12月分）
88,000

西成区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課一般事務用プリンタートナーカートリッジの購入経費の支出について
189,540
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西成区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
8,314

西成区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 西成区の広報紙（平成２６年５月号～平成２７年４月号）概算印刷にかかる経費の支出について（10月分）
226,800

西成区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用電気代の支出（口座自動引落払い）について（１０月分）
2,353,740

西成区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業および区政会議運営事業用後納郵便料金の支出について（10月分）
700

西成区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業および区政会議運営事業用後納郵便料金の支出について（10月分）
7,492

西成区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 西成区広報紙「にしなり我が町」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（10月号）
194,069

西成区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区広報紙「にしなり我が町」企画編集業務委託にかかる経費の支出について（10月分）
64,800

西成区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への西成区広報紙「にしなり我が町」配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（11月分）
77,303

西成区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 統計調査事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
9,235

西成区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（10月分）
242

西成区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（10月分）
6,532

西成区役所 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 報償費　報償金 西成特区構想における専門部会等出席にかかる報償金の支出について（10月分）
384,620

西成区役所 市民協働課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発用のぼり旗の作成経費の支出について
32,400

西成区役所 市民協働課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課一般事務用ＰＣプリンタ用トナーカートリッジ外１点の購入経費の支出について
68,256

西成区役所 市民協働課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種から育てる地域の花づくり支援事業用べにばな他１５点購入経費の支出について
369,759

西成区役所 市民協働課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西成区地域防災検討委員会における報償金の支出について（９月２４日、３０日分）
28,080

西成区役所 市民協働課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
2,098

西成区役所 市民協働課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
925

西成区役所 市民協働課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
5,590

西成区役所 市民協働課 平成26年11月18日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
10,000

西成区役所 市民協働課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 社会教育関連学習会等助成事業「大阪市立玉出幼稚園PTA　子育てを楽しむために（人権教育講演会）」講師謝礼の支出について
5,200

西成区役所 市民協働課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 社会教育関連学習会等助成事業「大阪市立成南中学校PTA　人権啓発委員会講演会」講師謝礼の支出について
12,400

西成区役所 市民協働課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 社会教育関連学習会等助成事業「山王こどもセンター 社会を知ろう『こどもと釜ヶ崎』④」講師謝礼の支出について
5,200

西成区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
6,913

西成区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
1,200

西成区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
650

西成区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（１０月分）
172,730

西成区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（タウン誌）等用後納郵便料の支出について（１０月分）
4,264

西成区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（１０月分）
1,394

西成区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（タウン誌）等用後納郵便料の支出について（１０月分）
164

西成区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習事業用 後納郵便料金の支出について（10月分）
3,035

西成区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（タウン誌）等用後納郵便料の支出について（１０月分）
854

西成区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（１０月分）
301,897

西成区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（タウン誌）等用後納郵便料の支出について（１０月分）
2,248

西成区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権事業用　後納郵便料金の支出について（１０月分）
25,853

西成区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（１０月分）
942

西成区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度西成区市民協働型自転車利用適正化事業Ｄｏ！プラン業務委託にかかる委託料の支出について（１０月分）
496,213

西成区役所 市民協働課 平成26年11月28日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
2,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用葬祭費の資金前渡支出について　平成２６年１１月分
200,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の窓口支払用還付資金２６年１１月分の資金前渡について（歳出一般／歳出マル退分）
100,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年11月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の窓口支払用還付資金２６年１１月分の資金前渡について（歳出一般／歳出マル退分）
30,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課保険年金（保険）国民年金事務用レターパックの購入経費にかかる支出について
7,650

西成区役所 窓口サービス課 平成26年11月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般　平成２６年１０月支給決定分の支出について
210,531

西成区役所 窓口サービス課 平成26年11月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用　葬祭費　平成２６年１０月支給決定分の支出について
400,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年11月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用　出産育児一時金　平成２６年１０月支給決定分の支出について
1,011,020

西成区役所 窓口サービス課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用　葬祭費　平成２６年１０月支給決定分の支出について
350,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出一般還付金の支出について（平成２６年１１月１７日支払予定分）
405,236

西成区役所 窓口サービス課 平成26年11月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付用高額療養費の資金前渡支出について
10,800
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西成区役所 窓口サービス課 平成26年11月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般　平成２６年１０月支給決定分の支出について
395,815

西成区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西成区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（９月分）
3,537,032

西成区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（９月分）
390,781

西成区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般・退職　平成２６年１１月支給決定分の支出について
190,622

西成区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用　葬祭費　平成２６年１１月支給決定分の支出について
400,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用　出産育児一時金　平成２６年１１月支給決定分の支出について
208,090

西成区役所 窓口サービス課 平成26年11月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般・退職　平成２６年１１月支給決定分の支出について
19,586

西成区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報担当用住基カードカラーリボン外１点の購入経費の支出について
54,561

西成区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便１０月分の支出について
151,663

西成区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便１０月分の支出について
1,968

西成区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用　乾式電子複写機賃貸借料の支出について（１０月分）
8,567

西成区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（１０月分）
4,959,530

西成区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（管理）後納郵便料金の支出について（１０月分）
726,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用　乾式電子複写機賃貸借料の支出について（１０月分）
7,236

西成区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（管理）後納郵便料金の支出について（１０月分）
627,930

西成区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（１０月分）
80,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出一般還付金の支出について（平成２６年１１月２８日支払予定分）
174,094

西成区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（１０月分）
90,000

西成区役所 窓口サービス課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（１０月分）
76,906

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 児童虐待防止月間ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ用ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭの購入にかかる経費の支出について
29,808

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 西成区保健福祉センター分館運営用　乾式電子複写機賃借料の支出について（２階　９月分）
19,108

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,316

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
22,880

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
21,715

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
109,950

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
8,880

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（受領委任方式）
149,670

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（受領委任方式）
300,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（受領委任方式）
300,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（受領委任方式）
300,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
278,572

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
182,588

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
244,105

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代の支出について（教育扶助費）
218,344

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
60,110

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育児童の育成にかかる市立保育所１１月分消耗品費（特別保育分）の支払について
20,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育児童の育成にかかる市立保育所１１月分消耗品費（通常保育分）の支払について
210,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 老人福祉事業用後見等開始の審判請求にかかる鑑定費用の支出について
100,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 老人福祉事業用後見等開始の審判請求にかかる診断書料の支出について
5,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　１０月分
803

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について　１０月分
4,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について　１０月分
2,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
24,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
48,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
35,600

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　１０月分
6,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　１０月分
3,372

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　１０月分
5,005
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西成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
76,300

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
57,700

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
4,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
4,104

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
72,300

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
71,200

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
181,371

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
171,422

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 地方自治法施行令第１５９条歳出戻入金の過誤納付にかかる還付について
23,060

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 地方自治法施行令第１５９条歳出戻入金の過誤納付にかかる還付について
11,384

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 地方自治法施行令第１５９条歳出戻入金の過誤納付にかかる還付について
12,522

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 地方自治法施行令第１５９条歳出戻入金の過誤納付にかかる還付について
42,500

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 地方自治法施行令第１５９条歳出戻入金の過誤納付にかかる還付について
42,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 地方自治法施行令第１５９条歳出戻入金の過誤納付にかかる還付について
42,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
174,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
121,500

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
128,480

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・検査料・診察料の支出について（医療扶助費）
109,730

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
91,380

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
88,820

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
84,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
5,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・180日超入院診療費・移送費の支出について（医療扶助費）
288,070

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
1,260

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法に基づく文書料・新生児介補料・出産にかかる処置料の支出について（出産扶助費）
310,350

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付にかかる修学資金の支出について（第３四半期分）
215,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月06日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉貸付にかかる修学資金の支出について（第３四半期分）
99,900

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 西成区保健福祉センター分館用　乾式デジタル複合機賃借料の支出について（１階　９月分）
24,614

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 あいりん結核患者療養支援事業業務委託（概算契約）契約の実施経費の支出について（第3四半期）
4,985,750

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
11,129

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,700

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい児施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
23,881

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
89,080

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
285,265

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
35,841

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,715

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
46,007

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
260,350

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
151,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
13,750

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
117,915

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
276,272

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
332,594

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
218,188

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
380,213
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西成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
370,424

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
265,040

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
382,097

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
342,115

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
3,969,204

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
2,547,252

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
3,624,824

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育キャンペーン・イベント事業用食育ＰＰランチョンマット外１点購入経費の支出について
5,070

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館における電話使用料（ソフトバンクテレコム　ＮＴＴより切り替え分）の支払いについて（９月分）
48,222

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
287,164

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
78,854

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
205,284

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
314,308

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく移送費・家財処分料の支出について（生活扶助費）
371,740

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費・妊婦検診料の支出について（生活扶助費）
267,707

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
186,307

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
251,887

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
310,494

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
197,132

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
173,714

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
218,304

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法に基づく分娩費・衛生材料費・産科医療補償制度料の支出について（出産扶助費）
285,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
567,890

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
35,569

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費・介護報酬の支出について（介護扶助費）
135,500

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
218,320

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月11日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付にかかる修学資金の支出について（第３四半期分）
240,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護給付事業に係る住宅改修理由書作成費の支出について
14,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用台車外１０点の購入経費の支出について
600

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用台車外１０点の購入経費の支出について
24,313

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区あいりん地域内結核対策事業業務委託（長期継続契約）経費の支出について（第2四半期７～９月分）
3,980,427

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
36,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人にかかる葬祭委託経費の支出について
168,989

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく居宅療養管理指導費の支出について（介護扶助費）
42,120

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
8,370

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく住宅改修費の支出について（介護扶助費）
4,500

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
21,194

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
11,218

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
2,862

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
39,570

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく住宅改修費の支出について（介護扶助費）
15,709

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
13,480

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく住宅改修費の支出について（介護扶助費）
34,680

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
23,537

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
10,517

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
100,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
44,419

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用台車外１０点の購入経費の支出について
3,862
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西成区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 老人福祉事業用後見等開始の審判請求にかかる診断書料の支出について
3,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 老人福祉事業用後見等開始の審判請求にかかる診断書作成料の支出について
5,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館における電話使用料（ＮＴＴ新設分）の支払いについて（9月分）
22,913

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
363,003

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
155,950

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
176,689

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代の支出について（教育扶助費）
43,681

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成特区結核健康診断業務（単価契約）にかかる診査料の支出について（９月分）
14,139

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,257

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
279,920

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
27,876

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
71,965

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領証方式）
126,808

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
287,152

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
5,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
24,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
15,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
149,439

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（生活扶助費）
347,112

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
196,786

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
389,710

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
204,080

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
176,205

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく住宅改修費・福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
19,518

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
50,668

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく介護サービス利用料の支出について（介護扶助費）
26,700

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
1,728

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
25,380

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
42,993

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
29,065

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる従事者報償金の支出について（１０月分）
31,190

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 あいりん地域を中心とした結核対策事業用結核健診等受診勧奨用ビラの作成経費の支出について
67,392

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　地域と子どものふれあい事業補助金の支出について
65,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
203,795

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
235,178

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
1,656

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
128,343

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
108,009

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
149,596

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
237,146

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
151,905

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
160,025

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
56,080

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護給付事業に係る住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について　１０月分（２）
7,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について　１０月分（２）
1,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について　１０月分（２）
2,050

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について　１０月分（２）
350
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西成区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,432

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,453

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
336,674

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
15,091

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
45,797

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
86,774

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
60,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
60,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
154,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
140,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
379,170

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
176,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
295,371

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
349,020

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
363,090

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
199,876

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
660

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について　１０月分（２）
2,050

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　１０月分（２）
949

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　１０月分（２）
1,764

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 老人福祉事業用後見等開始の審判請求にかかる診断書作成料の支出について
5,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 老人福祉事業用後見等開始の審判請求にかかる診断書料の支出について
5,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 老人福祉事業用後見等開始の審判請求にかかる診断書作成料の支出について
2,160

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,432

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
5,184

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
51,840

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
70,470

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
156,460

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
101,248

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
169,729

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
134,534

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
1,500

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく１８０日超入院診療費・食事療養費の支出について（医療扶助費）
371,920

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・移送費の支出について（医療扶助費）
106,700

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
20,540

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 定期予防接種（BCG）医師報償金の支出について（平成２６年１０月分）
49,780

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区保健福祉センター分館ガス使用料の支払いについて（10月分）
1,131

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区保健福祉センター分館清掃業務委託経費の支出について（平成26年10月分）
68,163

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　筆耕翻訳料 西成区地域支援調整チーム代表者会議用手話通訳者派遣料の支出について
6,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,900

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,069

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,820

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
127,594

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・検査料の支出について（医療扶助費）
130,210

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・検査料の支出について（医療扶助費）
126,700
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西成区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室講師報償金の支出について（１０月分）
10,380

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる医師等報償金の支払について（平成２６年１０月分）
292,690

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付にかかる就学資金の支出について（１０月～３月分）
324,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 分館運営用小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
14,924

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区保健福祉センター分館運営用水道使用料の支出について（１０月分）
5,952

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区保健福祉センター分館運営用水道使用料の支出について（１０月分）
3,706

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 分館運営用小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
392

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成特区結核健康診断業務（単価契約）にかかる診査料の支出について（９月分・大阪府医師会）
537,282

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
10,500

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
19,440

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 老人保護措置事業用葬祭費の支出について
167,130

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用プリンタートナーの購入経費の支出について
19,872

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用プリンタートナーの購入経費の支出について
47,692

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
305,975

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
283,600

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
326,959

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
260,877

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（１２月分）
198,000,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（１２月分）
90,000,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
69,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（１２月分）
550,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（１２月分）
400,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（１２月分）
1,000,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉事業推進用児童手当給付費の支出について（平成26年10月分）
5,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 老人福祉事業用後見等開始の審判請求にかかる診断書作成料の支出について
10,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 老人福祉事業用後見等開始の審判請求にかかる診断書作成料の支出について
2,160

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度発達障がいサポート事業用「発達障がいサポーター」報償金（平成２６年１０月分）の支出について
270,450

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館における電話使用料（ソフトバンクテレコム　会計室集約払い解除分）の支払いについて（１０月分）
843

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所における逓送業務委託（長期継続）経費の支出について（平成26年10月分）
356,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
29,446

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
35,841

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
41,500

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,536

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
95,368

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
14,085

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい児施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
67,296

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
77,100

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
121,020

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
3,818,722

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
3,867,580

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
3,729,686

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育児童の育成にかかる市立保育所１１月分賄材料費の支払について
4,101,070

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 西成区高齢者等ひきこもりを防ぐ外出支援事業業務委託費支出について（１０月分）
251,083

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防事業用健康づくり展げる講座実施にかかる講師報償金の支払について（平成２６年１０月分）
21,520

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 あいりん地域内結核健康診断業務用携帯電話使用料の支出について（１０月分）
2,527

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,384
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西成区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（受領委任方式）
300,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（受領委任方式）
300,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（受領委任方式）
270,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人にかかる葬祭委託経費の支出について
144,509

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人にかかる葬祭委託経費の支出について
144,509

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 エックス線デジタル画像診断装置（西成区役所）一式長期借入の実施経費の支出について（平成26年10月分）
102,060

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
42,527

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
80,265

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
190,310

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
19,856

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者福祉事業用成年後見人の報酬助成にかかる費用の支出について
452,325

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人にかかる葬祭委託経費の支出について
170,689

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金の繰入について（１０月分）
2,562

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
1,209

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
14,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
209,016

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
214,416

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 あいりん地域を中心とした結核対策事業にかかる分館療養相談等業務従事医師報償金の支出について（平成26年10月分）
124,450

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業実施関連用乾式電子複写機賃貸料の支出について（１０月分）
21,954

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（１０月分）
10,949

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１０月分）
410

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１０月分）
410

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１０月分）
14,074

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「西成区単身高齢生活保護受給者の社会的つながりづくり事業」に係る業務委託経費の支出について（平成26年10月分）
2,831,760

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成特区結核健康診断業務（単価契約）にかかる診査料の支出について（10月分）
18,852

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１０月分）
38,779

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１０月分）
54,957

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１０月分）
82

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１０月分）
1,142

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１０月分）
250

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１０月分）
740

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１０月分）
1,394

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１０月分）
764

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１０月分）
1,210

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１０月分）
31,409

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１０月分）
14,546

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１０月分）
399

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,700

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
35,841

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進障がい者（児）日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
65,264

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進障がい者（児）日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
15,938

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進障がい者（児）日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
545,145

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１０月分）
33,782

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１０月分）
6,748

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１０月分）
2,679

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１０月分）
4,588
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西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（１０月分）
213

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護法施行用管外出張旅費の支出について（１０月２９日出張分）
3,880

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護法施行用管外出張旅費の支出について（１１月６日出張分）
2,090

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護法施行用管外出張旅費の支出について（９月４日出張分）
2,280

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用マグネットほか６点の購入経費の支出について
18,484

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（１０月分）
3,168,040

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
57,428

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
311

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（１０月分）
2,850

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用後納郵便料金の支出について（１０月分）
419,370

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
131,699

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
129,641

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
270,000

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
398,987

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代の支出について（教育扶助費）
376,617

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
140,400

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・介護報酬の支出について（介護扶助費）
28,600

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１０月分）
164

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１０月分）
3,563

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１０月分）
164

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１０月分）
574

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１０月分）
1,148

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１０月分）
328

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１０月分）
328

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１０月分）
15,241

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１０月分）
1,230

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１０月分）
12,522

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１０月分）
13,575

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１０月分）
281,181

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１０月分）
22,186

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１０月分）
82

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１０月分）
246

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１０月分）
27,734

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業業務委託費の支出について（10月分）
533,070

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業の実施にかかる小規模保育事業所運営業務委託費の支出について（平成26年10月分）
544,360

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１０月分）
89,061

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１０月分）
3,964

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１０月分）
81,109

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１０月分）
10,730

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 学校選択制実施における平成２７年度新入学生用 大阪市西成区学校案内印刷にかかる経費の支出について
416,880

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１０月分）
26,481

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１０月分）
8,080

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（２６年１０月分）
195,669

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課(介護保険)事務用後納郵便料の支出について(２６年１０月分)
7,228

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１０月分）
2,214

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１０月分）
164

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１０月分）
2,869

西成区役所 保健福祉課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１０月分）
4,358
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市会事務局 総務担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用ペーパータオル外２点の購入経費の支出について
29,311

市会事務局 総務担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　食糧費 市会事務局事務用煎茶の購入経費の支出について
69,120

市会事務局 総務担当 平成26年11月05日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（１０月支払分）の支出について
49,629

市会事務局 総務担当 平成26年11月06日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 報酬　其他委員等報酬 非常勤嘱託報酬（平成２６年１０月１７日大阪市会情報公開審査委員会出席分）
71,295

市会事務局 総務担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 議員海外出張用　テーブルセンター他２点購入経費の支出について
87,156

市会事務局 総務担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 報償費　報償金 政務活動費専門委員にかかる報償金（平成２６年１０月分）の支出について
200,000

市会事務局 総務担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（１０月支払分）の支出について
46,127

市会事務局 総務担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 負担金、補助及交付金　交付金 政務活動費（平成２６年１１月分）の支出について
44,118,000

市会事務局 総務担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 共済費　議員共済会負担金 平成26年度　市議会議員共済会共済給付金にかかる負担金の支出について（平成26年11月分）
67,567,104

市会事務局 総務担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 議員報酬の支出について（平成２６年１１月分）（口座振込分）
53,946,680

市会事務局 総務担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 議員報酬の支出について（平成２６年１１月分）（資金前渡受領者口座振込分）
87,300

市会事務局 総務担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 議員報酬の支出について（平成２６年１１月分）（所得税等）
13,342,020

市会事務局 総務担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 会議・研修出席等用出張旅費（１０月分）の支出について
6,790

市会事務局 総務担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（１０月支払分）の支出について
35,724

市会事務局 総務担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　乾式電子複写機使用料の支出について（１０月分）
42,193

市会事務局 総務担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　乾式電子複写機使用料の支出について（１０月分）（市会図書室）
5,030

市会事務局 総務担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（１０月支払分）の支出について
41,325

市会事務局 総務担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（４０台分）一式長期借入経費の支出について（１０月分）
54,573

市会事務局 総務担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市会正副議長用パソコン等機器一式借入経費の支出について（１０月分）
12,744

市会事務局 総務担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局庁内情報利用パソコン用プリンタ機器一式借入経費の支出について（１０月分）
6,296

市会事務局 総務担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 議員等在席表示システム端末機器一式　長期借入経費の支出について（１０月分）
53,352

市会事務局 総務担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 議員報酬システム機器一式長期借入経費の支出について（１０月分）
16,826

市会事務局 総務担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用ファクシミリ装置一式借入契約の実施並びに同経費の支出について（１０月分）
28,274

市会事務局 総務担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 議員等在席表示システム用サーバ機及び周辺機器一式長期借入経費の支出について（１０月分）
12,744

市会事務局 総務担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（３台分）一式長期借入経費の支出について（１０月分）
9,220

市会事務局 総務担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 市会事務局所管自家用普通乗用車一式借入経費の支出について（１０月分）
111,300

市会事務局 総務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（７月～９月分）
121,110

市会事務局 総務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　燃料費 正副議長車用　ガソリン給油費（平成２６年９月分）の支出について
30,715

市会事務局 総務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 大阪市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託の実施経費の支出について（９月分）
542,160

市会事務局 総務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 正副議長車用　ＥＴＣ利用高速道路通行料（平成２６年９月分）の支出について
10,120

市会事務局 総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（１０月支払分）の支出について
19,311

市会事務局 総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 正副議長車用　市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託超過時間料（９月分）の支出について
13,245

市会事務局 総務担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用プリンタ用転写部ユニットの購入経費の支出について
41,785

市会事務局 総務担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　備品修繕料 市会事務局事務用プリポート修理経費の支出について
19,440

市会事務局 議事担当 平成26年11月05日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 旅費　議員旅費 出張旅費（税財政関係特別委員長会議に出席）
38,460

市会事務局 議事担当 平成26年11月05日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 出張旅費（税財政関係特別委員長会議の随行）
28,980

市会事務局 議事担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２６年６月大阪市会常任委員会記録印刷製本経費の支出について
34,962

市会事務局 議事担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 旅費　議員旅費 出張旅費（税財政関係特別委員会党派別（自由民主党）に出席）
76,920

市会事務局 議事担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 旅費　議員旅費 出張旅費（税財政関係特別委員会党派別（民主党）に出席）
38,460

市会事務局 議事担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 出張旅費（税財政関係特別委員会党派別（民主党）の随行）
28,960

市会事務局 議事担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 出張旅費（税財政関係特別委員会党派別（自由民主党）の随行）
28,980

市会事務局 議事担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 旅費　議員旅費 出張旅費（税財政関係特別委員会党派別（日本共産党）に出席）
38,460

市会事務局 議事担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 旅費　議員旅費 出張旅費（税財政関係特別委員会党派別（公明党）に出席）
38,460

市会事務局 議事担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 出張旅費（税財政関係特別委員会党派別（公明党、日本共産党）の随行）
28,980

市会事務局 議事担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年１０月大阪市会常任委員会（都市経済委員会委員と公立大学法人大阪市立大学との懇談会）の音声データ反訳による原稿作成業務経費の支出について
21,546

市会事務局 議事担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年５月大阪市会特別委員会の音声データ反訳による原稿作成業務経費の支出について
7,182

市会事務局 議事担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 旅費　議員旅費 出張旅費（税財政関係特別委員会党派別（維新の党）に出席）
76,920

市会事務局 議事担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 出張旅費（税財政関係特別委員会党派別（維新の党）の随行）
28,980
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市会事務局 政策調査担当 平成26年11月06日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 報償費　報償金 市会事務局法制相談業務委託（案件番号１）に係る弁護士報酬の支出について
68,399

市会事務局 政策調査担当 平成26年11月06日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会図書室運営用　資料購入経費支出について
187,755

市会事務局 政策調査担当 平成26年11月06日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 備品購入費　図書購入費 市会図書室運営用　図書購入経費支出について
99,249

市会事務局 政策調査担当 平成26年11月11日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 市会広報用 点字版「大阪市会だより」（１１月号）の制作・送付委託経費の支出について
28,000

市会事務局 政策調査担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　広告料 大阪市会だより（平成２６年１１月発行分）に係る新聞折り込み経費支出について
2,634,878

市会事務局 政策調査担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 大阪市会だより（平成26年11月発行分）に係る印刷経費支出について
1,218,909

市会事務局 政策調査担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会広報用　大阪市会時報（２０１４．１０　No．２１８）の印刷経費の支出について
46,056

市会事務局 政策調査担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会広報用　大阪市会時報（２０１４．７　No．２１７）の印刷経費の支出について
138,168

市会事務局 政策調査担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会広報用　大阪市会時報（２０１４．６　No．２１６）の印刷経費の支出について
56,892

行政委員会事務局 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　プリンター用トナーカートリッジ外６件購入経費の支出いついて
175,284

行政委員会事務局 総務課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 旅費　委員旅費 監査委員用　平成26年度（第61回）東海・近畿・北陸三地区共催都市監査事務研修会出席にかかる経費（宿泊費）の支出について
7,000

行政委員会事務局 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　特別旅費 一般事務用　市内等出張交通費（９月分）の支出負担行為決議兼支出命令について
472

行政委員会事務局 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内等出張交通費（９月分）の支出負担行為決議兼支出命令について
49,239

行政委員会事務局 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（１０月分）の支出について
2,440

行政委員会事務局 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　平成政治史外1点の購入にかかる経費の支出について
3,369

行政委員会事務局 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金（１０月分）の支出について
2,700

行政委員会事務局 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（１０月分）の支出について
2,260

行政委員会事務局 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰戻金（１０月分）の支出について
1,269

行政委員会事務局 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金（１０月分）の支出について
500

行政委員会事務局 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 旅費　委員旅費 監査委員用　平成26年度（第61回）東海・近畿・北陸三地区共催都市監査事務研修会への出席にかかる旅費支出負担行為決議兼支出命令について
16,820

行政委員会事務局 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 旅費　委員旅費
監査委員用　平成26年度（第61回）東海・近畿・北陸三地区共催都市監査事務研修会への出席にかかる旅費支出負担行為決議兼支出命令について（宿泊場所への往復
交通費） 300

行政委員会事務局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器賃貸借料の支出について（１０月分）
2,700

行政委員会事務局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料の支出について（１０月分）
112,087

行政委員会事務局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器賃貸借料の支出について（１０月分）
12,695

行政委員会事務局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式賃貸借料の支出について（１０月分）
20,247

行政委員会事務局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料の支出について（１０月分）
10,373

行政委員会事務局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器賃貸借料の支出について（１０月分）
3,132

行政委員会事務局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　コピー代金（１０月分）の支出について
108,134

行政委員会事務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　料金後納郵便料（１０月分）の支出について
159,022

行政委員会事務局 監査課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　特別旅費 監査事務用　香港出張にかかる旅費の支出について
2,033

行政委員会事務局 監査課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 監査事務用　地方財務実務提要追録の購入にかかる支出について
4,526

行政委員会事務局 監査課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 監査事務用　庁内情報利用パソコン長期借入にかかる支出について（平成26年度分）10月分
13,824

行政委員会事務局 任用課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 委託料　委託料 任用事務用　職員採用試験にかかる市立大学周辺警備契約の支出について
61,840

行政委員会事務局 任用課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 委託料　委託料 任用事務用　職員採用試験身体検査業務にかかる同経費の支出について（7月31日、8月1日実施分）
857,844

行政委員会事務局 任用課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 任用事務　採用試験における体育館使用料の支出について
242,800

行政委員会事務局 任用課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 任用事務用　職員採用試験に係る試験官交通費の支出について
440

行政委員会事務局 任用課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 任用事務用　職員採用試験に係る試験官交通費の支出について
440

行政委員会事務局 任用課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　光熱水費 任用事務用　職員昇任選考にかかる会場光熱水費の支出について
43,020

行政委員会事務局 任用課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 任用事務用　検定済み教科書の購入及び同経費の支出について
92,405

行政委員会事務局 任用課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 任用事務用　任用システム機器長期借入契約に係る経費の支出について（10月分）
59,724

行政委員会事務局 調査課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 給与報告事務用　平成２６年度大都市人事委員会連絡協議会課長会議への出張について
28,500

行政委員会事務局 調査課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 給与調査システム用機器一式の長期借入契約にかかる支出について（10月分）
3,931

行政委員会事務局 調査課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 給与調査事務用　平成26年職種別民間給与実態調査勉強会への出張について
29,248

行政委員会事務局 調査課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　筆耕翻訳料 公平審査事務用　平成24年（不）第１号事案第４回口頭審理速記料の支出について
80

行政委員会事務局 選挙課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務用図書の買入経費の支出について
10,800

行政委員会事務局 選挙課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 選挙事務用指定都市選挙管理委員会連合会事務局長会議に係る出張旅費の支出について（１１月１３日分）
9,240

行政委員会事務局 選挙課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 委託料　委託料 選挙事務用投票所用仮設スロープ点検補修・保管業務委託経費の支出について（上半期分）
766,800

行政委員会事務局 選挙課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 選挙事務用研修会場の使用料の支出について（１１月２６日開催分）
17,850
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教育委員会事務局 総務課 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 連絡調整グループ事務用　市内出張交通費（９月分）の支出について
1,120

教育委員会事務局 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 総務課市内出張交通費（９月分）の支出について
920

教育委員会事務局 総務課 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　送受信兼用ファクシミリ装置借入にかかる使用料の支出について（10月分）
21,816

教育委員会事務局 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
82

教育委員会事務局 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式　長期借入にかかる使用料の支出について（10月分）
696,371

教育委員会事務局 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式長期借入にかかる使用料の支出について（１０月分）
714,384

教育委員会事務局 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 法規事務用　地方財務実務提要ほか１点の購入経費の支出について
50,804

教育委員会事務局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 教育委員会事務局職員人権研修にかかる講師謝礼の支払いについて
52,020

教育委員会事務局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　複写機使用にかかる消耗品費の支出について（１０月分）
354,824

教育委員会事務局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる通信運搬費の支出について（１０月分）
140,022

教育委員会事務局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 総務課市内出張交通費（10月分）の支出について
440

教育委員会事務局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 総務課市内出張交通費（10月分）の支出について
300

教育委員会事務局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 一般管理用　市内出張交通費の支出について（７～９月分）
21,210

教育委員会事務局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 企画グループ業務用　市内出張交通費（４・５・６月分）の支出について
5,820

教育委員会事務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 調度事務用市内出張交通費（１０月分）の支出について
4,750

教育委員会事務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 調度事務用市内出張交通費（９月分）の支出について
3,380

教育委員会事務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　郵便料金等の経費支出について（10月分）
418,886

教育委員会事務局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 教育委員会事務局における会議等の音声データ反訳による会議録等作成業務委託（単価契約）の実施及び同所要経費の支出について（１０月分）
14,530

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 平成２６年度全国公立学校建築技術協議会第１回副幹事長会および第２回全国幹事会の出席にかかる出張命令並びに同所要経費の支出について
20,120

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 平成26年度真田山小学校体育館外93棟舞台吊物機構安全点検業務委託にかかる経費の支出について
1,749,600

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（1ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
715,520

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（２ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
595,161

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用十三小学校借地料（10月分）の支出について
797,418

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（２ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
329,583

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（1ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
254,956

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用南中学校借地料（１０月分）の支出について
1,155,672

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（1ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
31,869

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（２ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
38,397

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（２ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
19,199

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 学校機械警備委託（1ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
15,935

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 使用料及賃借料　使用料 施設整備業務管理システム利用パソコン等一式借入の実施経費の支出について（１０月分）
17,407

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 施設整備業務管理システム利用パソコン等一式借入の実施経費の支出について（１０月分）
56,573

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 学校機械警備委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
7,884

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 学校管理用　簡易専用水道検査業務委託にかかる経費の支出について
510,300

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
1,480,940

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 学校管理用　簡易専用水道検査業務委託にかかる経費の支出について
328,860

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
110,376

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 学校管理用　簡易専用水道検査業務委託にかかる経費の支出について
94,500

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
39,420

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 学校管理用　簡易専用水道検査業務委託にかかる経費の支出について
7,560

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
15,768

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 学校機械警備委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
15,768

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１０月分）
27,108

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（２ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１０月分）
595,161

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（1ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１０月分）
605,520

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市立学校貯水槽清掃業務委託（６）（淀川区外１区42校）にかかる経費の支出について（１０月分）
219,115

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（７ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９・１０月分）
2,347,808

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１０月分）
1,165,644
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教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（７ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９・１０月分）
1,708,904

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市立学校貯水槽清掃業務委託（６）（淀川区外１区42校）にかかる経費の支出について（１０月分）
111,240

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（２ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１０月分）
249,583

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（1ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１０月分）
254,956

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１０月分）
569,268

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（1ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１０月分）
31,869

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（２ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１０月分）
38,397

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１０月分）
27,108

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（２ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１０月分）
19,199

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（７ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９・１０月分）
127,656

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１０月分）
27,108

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設事務用　施設台帳図面管理システム利用パソコン等一式借入に伴う保守業務委託経費の支出について（再リース）（８・９月分）
32,400

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 学校機械警備委託（1ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１０月分）
15,935

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 学校機械警備委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１０月分）
7,884

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１０月分）
275,940

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１０月分）
110,376

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１０月分）
39,420

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１０月分）
15,768

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 学校機械警備委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１０月分）
15,768

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　マグネットスクリーンの購入経費の支出について
96,120

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　背面ロッカー（その２）購入経費の支出について
144,720

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　配膳台の購入経費の支出について
362,880

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　配膳台（その２）の購入経費の支出について
232,200

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 役務費　手数料 資質向上講習（エネルギー管理講習）に関する受講料等の支出について
80

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 負担金、補助及交付金　会費 資質向上講習（エネルギー管理講習）に関する受講料等の支出について
17,100

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用巽中学校借地料（11月分）の支出について
7,881,376

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　ガスファンヒーター（その３）購入経費の支出について
233,280

教育委員会事務局 施設整備課 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業　スクリーン（１００インチ）の購入経費の支出について
52,704

教育委員会事務局 学事課 平成26年11月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 今宮中学校施設一体型小中一貫校通学バス運行にかかる通学バス試走業務の実施並びに所要経費の支出について
50,244

教育委員会事務局 学事課 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 学校選択制にかかる希望調査結果通知用用紙の購入および同所要経費の支出について
73,120

教育委員会事務局 学事課 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用消耗品（タックメモ外１１点）の購入並びに所要経費の支出について
19,461

教育委員会事務局 学事課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 学校選択制にかかる希望調査結果通知等発送用窓あき封筒の作成及び同所要経費の支出について
288,900

教育委員会事務局 学事課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 高等学校等奨学金事業用受取人払郵便料金の支出について（10月分）
24,997

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 争訟事務用　弁護士報酬金の支出について
1,600,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教員採用選考第１次筆答テスト問題作成の委託にかかる経費の支出について
60,936

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成26年度　校園営繕園芸事務所にかかる電話料金の支払いについて（１０月分）
8,190

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 原材料費　工事材料費 事業班運営用　レディーミクストコンクリートの購入経費の支出について
648,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　賞賜金 第66回市立校園職員児童生徒表彰式にかかる記念品（楯）の購入経費の支出について
40,608

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 第66回市立校園職員児童生徒表彰式にかかる案内状外２点の所要経費の支出について
37,476

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 給食調理業務に従事する者の採用時検体検査業務委託（上半期）の支払いについて
6,973

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 原材料費　工事材料費 事業班運営用　ワイヤ－メッシュ外４点の購入経費の支出について
166,860

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 大阪市校長公募第３次選考（個人面接）にかかる報償金の支出について
320,800

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 大阪市校長公募第３次選考（個人面接）にかかる報償金の支出について
41,980

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事業班運営用　レバーファイル外16点の購入経費の支出について
40,872

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（管理主事）出張交通費（４月分）の支出について
71,310

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当出張交通費（４月分）の支出について
68,252

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　追録の購入及び同所要経費の支出について
20,272

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 人事監察委員（教職員分限懲戒部会）の委員報酬の支出について（１０月分）
95,060
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教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 新任教員採用内定者研修受講者連絡用はがきの購入及び同所要経費の支出について
45,240

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成26年度　校園文書等逓送業務委託（10月分）の支払いについて
4,484,795

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 学校園におけるセクシュアル・ハラスメント相談事業相談員の報償金の支出について（１０月分）
102,160

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 光陽特別支援学校における理学療法士等の所要経費の支出について（平成26年度前期分）
277,920

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 争訟事務用　弁護士着手金の支出について
432,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 追録（地方公務員実務提要　外１点）の購入経費の支出について
114,170

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　教職員人事担当資料室　コピー代の支出について（１０月分）
786

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,458

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教職員資質向上推進事務用　資質向上推進室　コピー代の支出について（１０月分）
10,981

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事異動事務用　教職員人事担当管理主事室　コピー代の支出について（１０月分）
4,503

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　燃料費 給油カード（軽油）の使用にかかる経費の支出について（１０月分）
17,289

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　燃料費 給油カード（揮発油）の使用にかかる経費の支出について（１０月分）
103,325

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
3,260

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
4,440

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 第66回市立校園職員児童生徒表彰にかかる表彰状揮毫業務の実施及び同所要経費の支出について
30,240

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
10,380

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　再生トナーカートリッジの購入経費の支出について
27,216

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 追録（行政不服審査事務提要　外３点）の購入経費の支出について
133,508

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　追録の経費の支出について
18,999

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　会費 校園営繕園芸事務所職員（主任室職員含む）にかかる特別教育等の受講経費の支出について（小型車両系建設機械）
16,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　追録の購入及び同所要経費の支出について
8,816

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事業班運営用　傷口、化膿止薬外６点の購入経費の支出について
9,525

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成26年度　学校業務サービスセンターにかかる回線通信料（１１月分）の支払いについて
8,748

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　損害保険料 校園営繕園芸事務所　自動車検査登録制度にかかる自賠責保険料の支払いについて（１２台分）
207,240

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 死亡叙位叙勲上申用刑罰等調書にかかる出張旅費の支出について
2,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 表彰用　第66回市立校園職員児童生徒表彰式にかかる会場使用料の支出について
15,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 第66回市立校園職員児童生徒表彰式における吹奏楽用楽器の運搬業務委託経費の支出について
24,840

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成26年度　校園営繕園芸事務所にかかる回線通信料（１１月分）の支払いについて
5,832

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 表彰用　第66回市立校園職員児童生徒表彰式にかかる会場使用料の支出について
231,840

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 表彰用　第66回市立校園職員児童生徒表彰式にかかる会場使用料の支出について
289,002

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 旅費　其他委員等旅費 第６４回　全国学校保健研究大会参加にかかる経費の支出について（４－４）
22,060

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 旅費　其他委員等旅費 第６４回　全国学校保健研究大会参加にかかる経費の支出について(４－３)
22,700

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 旅費　普通旅費 第６４回　全国学校保健研究大会参加にかかる経費の支出について（４－１）
21,800

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 旅費　普通旅費 第６４回　全国学校保健研究大会参加にかかる経費の支出について（４－２）
22,060

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 負担金、補助及交付金　会費 第６４回全国学校保健研究大会参加にかかる参加費の支出について
24,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　普通旅費 中学校給食調理方式の他都市（福岡市）への管外出張費の支出について
55,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 中学校給食システムアレルギー減額対応改修業務の委託並びに経費の支出について
4,644,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立学校児童・生徒心電図検査業務委託契約にかかる経費の支出について（淀川小学校外１０３校）（概算契約　第２回中間）
540,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立学校児童・生徒心電図検査業務委託契約にかかる経費の支出について（滝川小学校外１１３校）（概算契約　第２回中間）
216,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　消耗品費 中学校給食用、発泡クーラーボックス外、4点買入にかかる経費の支出について
17,984

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成２６年度プール水質検査（総トリハロメタン等）用委託料の支出について
509,760

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度プール水質検査（総トリハロメタン等）用委託料の支出について
2,574,720

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度プール水質検査（総トリハロメタン等）用委託料の支出について
1,105,920

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度プール水質検査（総トリハロメタン等）用委託料の支出について
138,240

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度プール水質検査（総トリハロメタン等）用委託料の支出について
86,400

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 中学校給食用配膳棚の経費支出について（第２回中間支払い）
432,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 平成２６年度「低学年における歯みがき指導」事業に係る委託料の支出について(９月分）
210,308

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 報償費　報償金 大阪市中学校給食献立会議にかかる構成員報償金の支出について（H27　2・3月分献立関係）
2,900
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 負担金、補助及交付金　会費 第65回全国学校給食研究協議大会にかかる参加費の支出について
10,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 報償費　賞賜金 学校医等永年勤続表彰用の記念章購入経費の支出について
109,350

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 学校保健推進事業用　東住吉区学校保健協議会ヘルスサポート事業委託料の支出について
48,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立城東中学校設置の自動体外式除細動器（ＡＥＤ）移設契約にかかる経費の支出について
21,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　普通旅費 第６５回全国給食研究協議大会参加にかかる出張経費の支出について
60,230

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 色鉛筆購入経費の支出について（第５１回大阪府＜歯の保健＞図画ポスターコンクール優秀賞記念品）
5,184

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪府学校給食用牛乳（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（１０月分）
127,567,442

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材調達業務委託経費の支出について（１０月分食材費）
284,076,210

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立東都島小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（１０月分）
5,319,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立中津小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（１０月分）
1,430,784

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高倉小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１０月分）
2,241,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 加島小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１０月分）
1,910,699

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 伝法小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１０月分）
2,246,772

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立墨江小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（１０月分）
1,564,920

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立巽小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（１０月分）
4,525,470

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立鴫野小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（１０月分）
5,899,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 榎並小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１０月分）
2,258,432

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立茨田西小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（１０月分）
1,863,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立五条小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（１０月分）
4,779,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材調達業務委託経費の支出について（１０月分食材調達業務委託）
6,237,760

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立姫里小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（１０月分）
1,539,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立三津屋小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（１０月分）
3,101,895

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 菅原小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１０月分）
2,069,999

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 片江小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１０月分）
1,553,550

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 豊仁小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１０月分）
1,449,270

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 長吉出戸小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１０月分）
2,427,159

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立平野小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（１０月分）
3,717,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材管理・配送業務委託経費の支出について（１０月分）
17,001,725

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 粉浜小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１０月分）
1,826,520

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 瓜破小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１０月分）
2,068,647

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 宮原小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１０月分）
1,605,599

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立岸里小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（１０月分）
1,426,950

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立磯路小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（１０月分）
3,036,960

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南百済小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１０月分）
2,065,056

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立福島小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（１０月分）
4,021,650

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 姫島小学校の学校給食調理業務委託料経費の支出について（１０月分）
2,425,260

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 榎本小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１０月分）
2,364,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立育和小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（１０月分）
1,889,460

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 喜連小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１０月分）
1,445,399

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 三軒家東小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１０月分）
1,493,999

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 真田山小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１０月分）
2,069,999

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 田辺小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１０月分）
1,457,099

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 鯰江小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１０月分）
2,356,199

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立金塚小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（１０月分）
2,664,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 加賀屋東小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１０月分）
2,147,817

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立井高野小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（１０月分）
3,267,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 玉出小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１０月分）
1,457,099

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 茨田小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１０月分）
1,466,700
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 難波元町小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１０月分）
1,232,999

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 長居小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１０月分）
2,693,733

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 日吉小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１０月分）
2,506,728

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 新高小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１０月分）
2,578,338

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立中央小学校の給食調理等業務委託に関する経費の支出について（１０月分）
1,971,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立住之江小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（１０月分）
1,425,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 堀川小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１０月分）
1,767,150

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 淀川小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１０月分）
1,453,319

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 弁天小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１０月分）
2,100,882

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 北巽小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１０月分）
2,163,392

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南田辺小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１０月分）
1,874,430

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立東小橋小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（１０月分）
2,646,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 晴明丘小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１０月分）
2,434,344

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 長吉小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１０月分）
2,563,572

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立加美南部小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（１０月分）
3,294,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南住吉小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１０月分）
2,004,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 諏訪小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１０月分）
2,220,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立本田小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（１０月分）
3,858,300

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 北恩加島小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１０月分）
1,688,192

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立西九条小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（１０月分）
1,417,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 柏里小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１０月分）
1,233,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高見小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１０月分）
1,613,159

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南大江小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１０月分）
1,593,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南港桜小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１０月分）
1,842,246

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 新森小路小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１０月分）
1,860,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 小松小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１０月分）
3,113,792

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市中学校給食システム運用保守業務の委託経費の支出について（１０月分）
324,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材調達業務委託経費の支出について（１０月分食材費）
7,957,930

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪府学校給食用牛乳（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（１０月分）
3,395,652

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材調達業務委託経費の支出について（１０月分食材調達業務委託）
174,740

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材管理・配送業務委託経費の支出について（１０月分）
476,275

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　消耗品費 学校給食用修正テープ外１３点の購入経費の支出について
59,026

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 学校給食食品細菌検査業務委託経費の支出について（１０月分）
134,838

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 平成26年度検便検査にかかる業務委託経費の支出について（１０月分）
449,064

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資製品パン（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（１０月分）
49,614,405

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資精米・委託米飯（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（１０月分）
64,838,775

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資精米・委託米飯（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（１０月分）
1,816,352

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資製品パン（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（１０月分）
1,389,866

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 学校保健推進事業用　天王寺区学校保健協議会ヘルスサポート事業委託料の支出について
48,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　印刷製本費 平成26年第１回給食調理員講習会のテキスト作成経費の支出について
31,449

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校給食用長靴・軽作業靴・防寒長靴の経費の支出について
2,205,411

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第１ブロック）にかかる経費の支出について（１０月分）
13,174,082

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第６ブロック）にかかる経費の支出について（１０月分）
13,683,661

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第８ブロック）にかかる経費の支出について（１０月分）
9,892,330

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第２ブロック）にかかる経費の支出について（１０月分）
13,400,078

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第７ブロック）にかかる経費の支出について（１０月分）食材費
12,104,002

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第５ブロック）にかかる経費の支出について（１０月分）
16,911,878

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第４ブロック）にかかる経費の支出について（１０月分）.
17,325,121
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第３ブロック）にかかる経費の支出について（１０月分）食材費
19,532,654

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用牛乳（中学校）購入経費の支出について（１０月分）
22,155,671

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第５ブロック）にかかる経費の支出について（１０月分）
13,185,752

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第１ブロック）にかかる経費の支出について（１０月分）
14,059,236

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第８ブロック）にかかる経費の支出について（１０月分）
8,100,686

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食個別配膳業務委託（単価契約）（第６ブロック）にかかる経費の支出について（１０月分）
599,868

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第６ブロック）にかかる経費の支出について（１０月分）
11,973,399

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第４ブロック）にかかる経費の支出について（１０月分）.
12,915,903

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第７ブロック）にかかる経費の支出について（１０月分）調理配送配膳経費
10,866,384

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第２ブロック）にかかる経費の支出について（１０月分）
12,281,144

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第３ブロック）にかかる経費の支出について（１０月分）調理配送配膳経費
20,325,432

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 学校給食用長靴・軽作業靴・防寒長靴の経費の支出について
162,794

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 放出小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１０月分）
2,876,192

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について(平成26年8月分)
2,241,578

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について(平成26年8月分)
793,072

教育委員会事務局 学校保健担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について(平成26年8月分)
175,855

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 旅費　普通旅費 労働安全衛生用全国産業安全衛生大会参加にかかる出張命令について
28,920

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 不当労働行為事件における中央労働委員会調査出頭にかかる出張旅費の支出について
29,260

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　被服費 被服貸与用安全作業靴の買入経費の支出について
4,392,089

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　被服費 平成２６年度　被服貸与用作業服男子合冬用上衣外３点の買入経費の支出について
4,637,368

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 被服貸与用安全作業靴の買入経費の支出について
99,497

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 被服貸与用安全作業靴の買入経費の支出について
94,759

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 教職員相談事業用　教職員カウンセリングルーム電気使用料の支出について（平成２６年１０月使用分）
2,870

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度教職員カウンセリングルーム管理費の支出について（平成２６年１２月分）
91,671

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度船場センタービル修繕積立金の支払いについて（平成２６年１２月分）
10,701

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　建物修繕料 東淀川体育館、埋蔵文化財調査・収蔵施設、淡路土地区画整理事務所複合施設　漏水対応工事に係る経費の負担分の支払いについて
113,400

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 負担金、補助及交付金　分担金 埋蔵文化財収蔵倉庫にかかる維持管理経費分担金（７～９月分電気代、水道代）の支出について
376,791

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　消耗品費 文化財保護提要追録（208－214号）の購入にかかる経費の支払いについて
15,099

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　普通旅費 文化財保護担当市内出張交通費8月分の支払いについて
15,380

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　普通旅費 文化財保護担当市内出張交通費7月分の支払いについて
12,620

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 生涯学習情報提供システム　ワーキング会議の謝礼支出について（１０月２０日分）
17,040

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 平成26年度大阪市ＰＴＡ協議会退任理事等感謝状贈呈式にかかる白封筒等の購入経費の支出について
18,856

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 識字推進事業用消耗品（コピー用紙）の購入にかかる経費の支出について
58,363

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 識字推進事業用消耗品（名刺カード他全２４点）の購入及び所要経費の支出について
47,099

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 負担金、補助及交付金　分担金 もと城北市民学習センターにかかる９月分維持管理分担金（管理業務委託費、光熱水費）の支出について
771,514

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度大阪市社会教育委員会議第３回小委員会にかかる委員報酬の支出について
80,025

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 識字推進事業用消耗品（画材）（顔彩他計１０点）の購入及び所要経費の支出について
14,909

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成26年度家庭教育充実促進事業にかかる保育謝礼の支出について（10/9・16・23分）
63,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成26年度家庭教育充実促進事業にかかる講師謝礼の支出について（10/9・16・23分）
75,120

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
10,896

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,254

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
4,576

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 「たそがれコンサート」事業運営業務委託（下半期分）の支出について
249,781

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
4,044

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,640

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
4,490

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
82

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
250
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教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　印刷製本費 平成26年度情報発信ウィークにかかるパンフレットの作成経費
98,496

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 識字教室・交流学習会（平野識字学級）にかかる所要経費の支出について
9,340

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立大阪城音楽堂舞台等運営業務経費の支出について（10月分）
1,080,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入の実施並びに経費の支出について(10月分)
20,298

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入の実施並びに経費の支出について(10月分)
20,298

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入の実施並びに経費の支出について(10月分)
8,931

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入の実施並びに経費の支出について(10月分)
596,313

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度大阪市立総合生涯学習センター施設管理費等の支出について（１１月分）
4,437,194

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 報償費　報償金 もと両国青少年会館用地の商品化にかかる弁護士報酬の支出について　その３
10,800

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度　キッズプラザ大阪にかかる賃借料の支出について（１１月分）
29,450,820

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成26年度　よみかき茶屋の実施にかかる報償金の支出について（第２四半期分）
512,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成26年度　あべの日本語読み書き教室の実施にかかる報償金の支出について（第２四半期分）
628,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 リサイクルトナーカートリッジの購入にかかる経費支出について
56,678

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 識字推進事業用消耗品（電化製品）（プリンタ他計３点）の購入及び所要経費の支出について
52,920

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 識字推進事業用消耗品（輪転機インク））の購入及び所要経費の支出について
31,860

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 大阪市立大阪城音楽堂監視カメラ設備保守点検業務経費の支出について（第1回中間払い）
48,600

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 大阪市立大阪城音楽堂音響設備保守点検業務経費の支出について（第1回中間払い）
113,400

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度大阪市立難波市民学習センター不動産賃借料の支出について（１１月分）
6,819,500

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度大阪市社会教育委員会議第４回小委員会（区長会との意見交換会）にかかる委員報酬の支出について
64,020

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 識字推進事業用消耗品（コピーセット）の購入および同所要経費の支出について
512,146

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 大阪市立大阪城音楽堂におけるコピー料金の支出について（１０月分）
589

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 大阪市立大阪城音楽堂清掃業務委託経費の支出について（１０月分）
187,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立大阪城音楽堂機械警備業務経費の支出について（10月分）
19,440

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度大阪市立阿倍野市民学習センターにかかる施設管理費等の支出について（１２月分）
2,871,212

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 第３回大阪市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会にかかる委員報酬の支出について（７月１７日）
80,025

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 インクルーシブ教育システム構築事業専門家協力者謝礼にかかる経費の支出について（９月分）聴覚特別支援学校分
14,260

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 第３回大阪市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会にかかる委員報酬の支出について（７月１７日）
3,580

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 報償費　賞賜金 平成２６年度全国高等学校総合体育大会出場選手に対する激励金の支出について（２）
6,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 報償費　賞賜金 平成２６年度近畿中学校体育大会出場選手に対する激励金の支出について
158,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度学校元気アップ事業学習ボランティア謝礼にかかる経費支出について（８月分）
1,300,950

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 中学校特別支援学級ふれあいステイ実施にかかる現地活動費及び職員等施設使用料の支出について
36,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 一般事務用返信用切手の購入にかかる経費の支出について
6,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 中学校特別支援学級ふれあいステイ実施にかかる現地活動費及び職員等施設使用料の支出について
17,100

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度いじめ・不登校問題対策事業ケース会議にかかる報償金の経費支出について（天満中学校）
21,300

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 全国学力・学習状況調査等にかかる事業用クラフト封筒外３点購入経費の支出について
21,411

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立中学校総合文化祭舞台操作等業務委託所要経費の支出について
226,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 報償費　報償金 平成２６年度大阪市中学校運動部活動種目別合同練習会に係る講師謝礼金の支出について(第１期)
630,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度大阪市中学校秋季総合体育大会会場使用料に係る経費支出について（テニス）
201,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度非常勤職員（生活指導支援員）の事故にかかる療養費の支出について
7,860

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度学校元気アップ地域コーディネーター報償費にかかる経費支出について（９月分）
8,917,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度いじめ・不登校問題対策事業ケース会議にかかる報償金の経費支出について（摂陽中学校）
14,760

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度学校元気アップ事業学習ボランティア謝礼にかかる経費支出について（９月分）
457,650

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 英語イノベーション事業「Oxford　Readindg　Tree -Stage 1　More First Words Pack」外7点の購入経費の支出について
960,504

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 大阪府英語教育推進事業　研究教材「動く絵本シリーズ　The　Balloon　Animals　DVD」外１０点購入経費の支出について
182,952

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成２６年度もと幼児教育センター昇降機設備保守点検業務及び遠隔監視業務の所要経費の支出について
249,480

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 支援機器等教材活用した指導方法充実事業におけるアドバイザー謝礼の支出について（10月29日）
25,920

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 支援機器等教材活用した指導方法充実事業におけるアドバイザー謝礼の支出について（10月23日）
44,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 英語イノベーション事業　イングリッシュ・デイ（中学校の部）実施に伴う会場使用料の支出について（11月14日・15日）
31,640
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 中学校英語教育重点校カリキュラム開発会議にかかる謝礼金の支出について（10月31日）
63,970

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 英語イノベーション事業イングリッシュデイ用消耗品購入経費の支出について
38,944

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校元気アップ地域本部用消耗品（園芸用品）の購入経費の支出について
290,239

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 学校元気アップ地域本部事業連絡用切手購入にかかる経費の支出について
820

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成26年度 S-イノベーションプロジェクト海外研修事業（アメリカ）の実施及び同所要経費の支出について(現地コーディネーター講師謝礼)
88,100

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チームアドバイザー派遣にかかる謝礼金の支出について（10月17日）
18,120

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科支援員等配置事業理科教育推進会議にかかる講師謝礼金支払いについて（9月プロジェクト部会）
18,700

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「体力向上モデル校講習会（地域連携）」にかかる経費支出について（１０月７日、１０月１６日）
178,280

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校図書館活性化事業角材外３点の購入経費の支出について
48,492

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 学力向上を図る学習支援事業用スポーツ安全保険料の支出について（１０月分）
20

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 学力向上を図る学習支援事業用スポーツ安全保険料の支出について（１０月分）
118

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 学力向上を図る学習支援事業用スポーツ安全保険料の支出について（１０月分）
4,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 学力向上を図る学習支援事業用スポーツ安全保険料の支出について（１０月分）
22,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成２６年度もと幼児教育センター清掃業務委託経費（10月分）支出について
16,146

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語教育重点校アドバイザー会議にかかる謝礼金の支出について（10月10日）
38,560

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「子どもの体力向上実技研修会（トレーニング）」にかかる経費支出について（１０月２９日）
121,680

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 英語イノベーション事業「イングリッシュ・デイ（小学生の部）」用物品運搬業務委託料の支出について
25,920

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 一般事務用スティックのり外１８点の購入経費の支出について
73,278

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 平成26年大阪市立高等学校芸術祭プログラムの印刷経費の支出について
25,488

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度大阪市立高等学校芸術祭にかかる会場使用料の支出について
327,660

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 使用料及賃借料　使用料 デザイン教育研究所コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
1,717,740

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 咲くやこの花高等学校　学校管理システム保守業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（１０月分）
43,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立扇町総合高等学校　学校管理システム保守業務（長期継続）にかかる経費の支出について（１０月分）
28,080

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 中央高等学校　学校管理システム保守業務委託にかかる経費の支出について（１０月分）
162,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 高等学校実習用パーソナルコンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
1,045,116

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 桜宮高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
5,832

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 住吉商業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
582,768

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 西高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
1,080,432

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪ビジネスフロンティア高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
739,476

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立中央高等学校　学校管理システム用コンピュータ機器一式借入（再リース）にかかる経費の支出について（１０月分）
30,024

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 淀商業高等学校福祉ボランティア科実習システム一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
98,172

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 桜宮高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
659,880

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 咲くやこの花高等学校　学校管理システム用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
226,476

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立扇町総合高等学校　学校管理システム並びに教育支援システム用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
366,120

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 扇町総合高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
695,736

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立東淀工業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
4,687

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 市立高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
404,460

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪ビジネスフロンティア高等学校情報教育用コンピュータ一式借入にかかる経費の支出について（１０月分）
1,429,272

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
458,784

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東高等学校ＣＡＬ室用情報機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
29,030

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 工芸高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
668,520

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立中央高等学校　情報教育用コンピュータ機器一式借入経費の支出について（再リース）（１０月分）
79,596

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中央高等学校プログラミング実習用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
639,122

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 言語力の向上支援事業にかかる報償金の支出について（10月分）
88,340

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科支援員等配置事業にかかる報償金の支出について（10月分）
44,120

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校図書館活性化事業ボランティア講座講師謝礼金の支出について（10月分）
53,980

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 言語力の向上支援事業にかかる報償金の支出について（10月追加分）
60,460

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度中学校部活動技術指導者招聘事業にかかる第１期分（４月～７月実施分）報償金の支出について
6,003,000



平成26年度（平成26年11月）　公金支出情報
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校元気アップ事業用図書（教科書・墨江丘中学校分）の購入経費の支出について
6,592

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校元気アップ地域本部用消耗品（ＯＡ類）の購入経費の支出について
296,276

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 一般事務用返信用切手の購入経費の支出について
16,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型パソコン等一式長期借入（平成22年度契約開始分）にかかる経費（平成２６年１０月分）の支出について
35,640

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型パソコン等一式長期借入（平成23年度契約開始分）にかかる経費の支出（平成２６年１０月分）の支出について
95,904

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型ＰＣ機器一式借入(長期継続契約）にかかる経費（平成２６年１０月分）の支出について
80,568

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 報償費　賞賜金 平成２６年度近畿中学校体育大会出場選手に対する激励金口座不能による再支出について
1,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チームアドバイザー派遣にかかる謝礼金の支出について（11月7日）
18,820

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チームアドバイザー派遣にかかる謝礼金の支出について（11月10日）
22,780

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 インクルーシブ教育システム構築のための研修会にかかる謝礼金の支出について（10月21日）
8,580

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度高等学校部活動技術指導者招聘事業にかかる第１期分（４～７月実施分）報償金の支出について
1,290,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度特別支援学校部活動技術指導者招聘事業にかかる第１期分（４月～７月実施分）報償金の支出について
180,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度学校元気アップ学習ボランティア講師謝礼にかかる経費支出について（８月分口座不能分）
16,164

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語教育重点校アドバイザー会議にかかる謝礼金の支出について（10月10日）
62,720

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 幼稚園教育課程研究指定校事業実施にかかる消耗品購入経費の支出について
19,430

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　燃料費 平成26年度 S-イノベーションプロジェクト海外研修事業（アメリカ）の経費の支出について(現地移動におけるガソリン代立替払い分)
1,065

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校経営支援業務（法律相談）報酬（１０月分）にかかる経費支出について
21,750

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 小口支払基金繰入金の支出について(10月分）
4,570

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 小口支払基金繰入金の支出について(10月分）
1,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 平成２６年度もと幼児教育センター遠隔監視回線代の経費支出について（１０月分）
2,703

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(10月分）
3,540

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 第９回小中一貫教育全国サミットｉｎ姫路への参加にかかる参加費（資料代）の支出について
3,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 特別支援学校等在籍児童等支援業務委託料の支出について（26年10月分）
2,714,809

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 賃金　賃金 平成２６年度幼稚園介助アルバイト（１０月分）にかかる経費支出について
2,412,375

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成26年度インクルーシブ教育合理的配慮スタッフ謝礼金の支出について（１０月分）
200,700

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度児童虐待防止支援事業ケースサポート（相談窓口）に係る報償金の支出について（１０月分）
109,340

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語教育重点校アドバイザー会議にかかる謝礼金の支出について（10月10日）
17,680

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 インクルーシブ教育システム構築事業専門家協力者謝礼にかかる経費の支出について（１０月分）
46,520

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 中学校英語教育重点校研修の実施にかかる経費の支出について（11月12日）
15,840

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大阪市立特別支援学校整備プロジェクトワーキング会議にかかる謝礼金の支出について（９月１２日）
21,920

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語音声指導支援ボランティア活動にかかる報償金の支出について（１０月分）
135,900

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 平成26年度インクルーシブシステム構築事業　「体の動き指導アラカルト」外22点購入経費の支出について
36,682

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　図書購入費 平成26年度インクルーシブシステム構築事業　「体の動き指導アラカルト」外22点購入経費の支出について
26,568

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国際理解クラブ時間講師報酬にかかる支出について(10月分）
520,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度いじめ・不登校問題対策事業ケース会議にかかる報償金の経費支出について（巽中学校）
21,860

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度スクールソーシャルワーカー活用事業にかかる報償金の経費支出について（１０月分）
1,570,910

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科支援員等配置事業に係る支援員報償金の支出について（１０月分）
2,586,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学力向上を図る学習支援事業に係る支援員報償金の支出について（小学校）（10月分）
5,957,340

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 放課後ステップアップ事業指導員報償金の支出について（１０月分）
5,725,680

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学力向上を図る学習支援事業に係る支援員報償金の支出について（中学校）（10月分）
2,756,480

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語教育重点校アドバイザー派遣にかかる謝礼金の支出について（１０月分）
664,850

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成26年度特別支援学校教育職員免許法認定講習の実施並びに同経費の支出について
57,700

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 支援機器等教材活用した指導方法充実事業におけるアドバイザー派遣にかかる謝礼金の支出について（11月19日）
44,520

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 支援機器等教材活用した指導方法充実事業におけるアドバイザー派遣にかかる謝礼金の支出について（11月13日）
25,920

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チームアドバイザー派遣にかかる謝礼金の支出について（11月13日）
11,040

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成26年度 S-イノベーションプロジェクト海外研修事業（アメリカ）に係る渡航及び現地活動諸手続業務委託経費の支出について
1,073,480

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立視覚特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（10月分）　　　（生野特別支援学校分）
1,240,872

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（10月分）　東住吉特別支援学校（知的障がい教育部門）
2,019,600
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立平野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（10月分）　　　東住吉特別支援学校（肢体不自由教育部門）分
1,973,160

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（10月分）
905,580

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（10月分）
905,580

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立東住吉特別支援学校（肢体不自由教育部門）通学バス運行にかかる経費の支出について（10月分）
963,900

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立光陽特別支援学校児童・生徒通学用タクシー運行にかかる経費の支出について（10月分）
83,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立東住吉特別支援学校（知的障がい教育部門）通学バス運行業務にかかる経費の支出について（10月分）
997,920

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（10月分）
1,065,798

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立光陽特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（10月分）
5,715,360

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（10月分）生野特別支援学校分
3,855,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立平野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（10月分）
3,946,320

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立西淀川特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（10月分）
7,244,640

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（10月分）
1,044,900

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校通学バス運行運行業務委託にかかる経費の支出について（10月分）
1,859,760

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（10月分）住之江特別支援学校分
3,127,734

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（10月分）
3,715,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（10月分）１コース
1,135,458

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（10月分）　　東住吉特別支援学校（知的障がい教育部門）
2,133,648

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（10月分）
1,044,900

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立視覚特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（10月分）　　　視覚特別支援学校分
5,021,203

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立東住吉特別支援学校（知的障がい教育部門）通学バス運行にかかる経費の支出について（10月分）
1,045,440

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　消耗品費 幼児教育の充実にかかる新たな幼児教育カリキュラムの開発（試行・検証等）の実施にかかるプリンター及びプリンターインクの購入経費の支出について
136,188

教育委員会事務局 初等教育担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　消耗品費 就学前教育カリキュラムの開発(試行・検証等）の実施等にかかる名札ケース外３点の購入経費の支出について
21,222

教育委員会事務局 中学校教育担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校元気アップ地域本部事業コーディネーター研修～ボランティアコーディネート研修～にかかる講師謝礼の支出について
13,340

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 市史編纂所事務事業用コピー料金(９月分）の支出について
2,090

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平成26年度産経新聞の購読経費の支出について(７月～９月分）
12,111

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（７月・追加分）の支出について
89,554

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館エレベーター保守点検料分担金の支出について（９月分）
22,097

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 都島図書館電気・水道料金９月分の支出について
8,492

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 都島図書館電気・水道料金９月分の支出について
189,485

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用淀川図書館機械警備業務委託経費の支出について（9月分）
8,748

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用東住吉図書館機械警備業務委託経費の支出について（9月分）
8,532

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用天王寺図書館機械警備業務委託経費の支出について（9月分）
11,340

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館熱源機器及び空調設備保守料分担金の支出について（上期）
481,140

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　蛍光灯①外７点買入経費の支出について
584,695

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　屋外灯外２点買入経費の支出について
71,431

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金9月分の支出について
318,646

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金9月分の支出について
55,842

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 一般維持管理用　中央図書館　汚水排水槽フロートスイッチ取替修繕経費の支出について
139,320

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　中央図書館　汚水排水ポンプ・曝気ポンプ整備業務経費の支出について
1,414,800

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館　防水扉保守点検業務経費の支出について（４～９月分）
86,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東成図書館機械警備委託料分担金の支出について（９月分）
2,981

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東成図書館清掃委託料分担金の支出について（９月分）
7,849

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東成図書館植栽剪定料分担金の支出について
19,181

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館消防設備点検料分担金の支出について（上期）
58,482

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館中央監視装置保守点検整備委託料分担金の支出について（上半期）
28,350

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野図書館害虫駆除委託料分担金の支出について（7月～9月分）
5,616

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野図書館清掃業務委託料分担金の支出について（7月～9月分）
151,632

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野図書館消防設備点検料分担金の支出について（4月～9月分）
56,160
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（９月分）の支出について
26,040

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 大正図書館電気・水道料金１０月分の支出について
111,385

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 大正図書館電気・水道料金１０月分の支出について
28,953

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金9月分の支出について
96,690

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金9月分の支出について
147,999

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金9月分の支出について
376,875

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東淀川図書館廃棄物処理料分担金の支出について（4月～6月分）
29,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東淀川図書館廃棄物処理料分担金の支出について（７月～９月分）
29,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館廃棄物収集運搬・処理費分担金の支出について（９月分）
18,666

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館空気環境測定料・衛生害虫防除作業料分担金の支出について
10,125

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 島之内図書館電気・水道料金１０月分の支出について
17,005

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住之江図書館電気・水道料金９月分の支出について
20,669

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住之江図書館電気・水道料金９月分の支出について
197,321

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 島之内図書館電気・水道料金１０月分の支出について
288,648

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館　自動制御設備保守点検業務経費の支出について（10月分）
139,860

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 島之内図書館自動扉保守点検料分担金の支出について（４月～９月分）
3,719

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野図書館剪定業務委託料分担金の支出について
11,340

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東淀川図書館水道料金１０月分の支出について
22,328

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 福島図書館水道料金１０月分の支出について
714

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 福島図書館電気料金10月分の支出について
116,510

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野図書館空気環境測定業務料分担金の支出について（８月～９月分）
6,739

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 一般維持管理用　中央図書館　シャッター設備修繕経費の支出について
45,360

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　天王寺図書館外２館　絶縁油中微量ＰＣＢ分析業務経費の支出について
38,880

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東住吉図書館共用部分清掃業務料分担金の支出について（上期）
33,282

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 西成図書館電気・水道料金９月分の支出について
122,640

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東淀川図書館電気料金10月分の支出について
256,138

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 西成図書館電気・水道料金９月分の支出について
11,699

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館水道料金10月分の支出について
79,893

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 平成26年度一般維持管理用切手の購入経費の支出について
1,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 大正図書館噴水設備管理・自動潅水メンテナンス委託料分担金の支出について
51,418

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 大正図書館塵芥処理委託料分担金の支出について　（10月分）
2,776

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野図書館一般廃棄物処理業務委託料分担金の支出について（7月～9月分）
4,593

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 大阪市立図書館業務委託事業者選定会議にかかる委員報酬の支出について（第１回）
80,025

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道料金8月分の支出について
9,903

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道料金8月分の支出について
114,666

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道料金9月分の支出について
110,358

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 都島図書館水道・電気料金１０月分の支出について
9,110

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道料金7月分の支出について
7,723

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道料金7月分の支出について
98,745

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道料金6月分の支出について
91,178

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道料金9月分の支出について
9,826

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 都島図書館水道・電気料金１０月分の支出について
113,243

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道料金6月分の支出について
7,446

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立中央図書館常駐警備業務委託経費の支出について（10月分）
615,060

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立中央図書館窓口等業務委託経費の支出について（10月分）
12,663,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立東淀川図書館他３館窓口等業務委託経費の支出について（10月分）
5,702,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立阿倍野図書館外４館窓口等業務委託経費の支出について（10月分）
7,344,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立旭図書館外３館窓口等業務委託経費の支出について（10月分）
6,554,177
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立平野図書館外４館窓口業務委託経費の支出について（10月分）
7,551,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立西淀川図書館外４館窓口等業務委託経費の支出について（10月分）
6,421,518

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 港図書館傘袋料金分担金の支出について
460

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託料の支出について（10月分）
12,391

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立旭複合施設　清掃業務委託料の支出について（１０月分）
229,288

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立住之江図書館　清掃業務委託料の支出について（１０月分）
929

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立住吉複合施設　清掃業務委託料の支出について（10月号）
141,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立都島図書館　清掃業務委託料の支出について（１０月分）
6,675

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立西成図書館　清掃業務委託料の支出について（10月分）
3,134

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 大阪市立旭複合施設　清掃業務委託料の支出について（１０月分）
15,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託料の支出について（10月分）
410

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 生野図書館外２館清掃業務委託料の支出について(１０月分）
17,780

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館ガス料金10月分の支出について
91,902

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立住之江図書館　清掃業務委託料の支出について（１０月分）
59,551

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 島之内図書館外２館清掃業務委託料の支出について（１０月分）
180,456

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立東淀川図書館　清掃業務委託料の支出について
101,510

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館清掃業務委託料の支出について（10月分）
1,552,815

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託料の支出について（10月分）
137,199

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 城東図書館清掃業務委託料の支出について（１０月分）
60,779

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立西成図書館　清掃業務委託料の支出について（10月分）
66,466

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立港図書館　清掃業務委託の実施及び同経費の支出について（１０月分）
45,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立此花図書館　清掃業務委託料の支出について（１０月分）
62,640

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 生野図書館外２館清掃業務委託料の支出について(１０月分）
218,829

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立北図書館　清掃業務委託料の支出について（１０月分）
68,040

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立旭複合施設　清掃業務委託料の支出について（１０月分）
100,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立図書館図書等逓送業務委託経費の支出について（10月分）
2,540,160

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 自動車文庫事業用大阪市立図書館自動車文庫車運行管理業務委託経費の支出について（10月分）
580,608

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立都島図書館　清掃業務委託料の支出について（１０月分）
61,365

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 福島図書館外２館清掃業務委託料の支出について（10月分）
177,043

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立住吉複合施設　清掃業務委託料の支出について（10月号）
121,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立東住吉図書館　清掃業務委託料の支出について（１０月分）
55,350

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立平野図書館機械警備業務委託経費の支出について（10月分）
8,100

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立中央図書館機械警備業務委託経費の支出について（10月分）
11,340

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用城東図書館機械警備業務委託経費の支出について(10月分）
5,184

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 一般維持管理用中央図書館送受信兼用ファクシミリ装置借入経費の支出について（10月分）
17,820

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用中央図書館コピー代金（10月分）の支出について
54,435

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東住吉図書館電気料金１１月分の支出について
127,645

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東住吉図書館水道料金１１月分の支出について
12,443

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立淀川図書館機械警備業務委託経費の支出について（10月分）
6,048

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立中央図書館一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（10月分）
31,500

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用中央図書館産業廃棄物収集運搬処理業務委託経費の支出について（10月分）
45,975

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立天王寺図書館機械警備業務委託経費の支出について（10月分）
6,048

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,610

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　電話機①外２点買入経費の支出について
96,768

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　蛍光灯①外５点買入経費の支出について
288,770

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
2,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東成図書館電気料金9月分の支出について（9月分）
493,720

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東成図書館水道料金9月分の支出について
44,088
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 北図書館水道料金９月分の支出について
19,629

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 北図書館電気料金９月分の支出について
162,391

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住吉図書館電気料金10月分の支出について
266,485

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 一般維持管理用　城東図書館　屋外汚水管緊急修繕経費の支出について
46,008

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,860

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館施設外周街燈管球交換作業料分担金の支出について
13,338

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館機械警備業務料分担金の支出について（10月分）
21,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東淀川図書館玄関前床面タイル補修費分担金の支出について
4,646

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館ゴミ処理料分担金の支出について（10月分）
5,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館エレベーター保守点検料分担金の支出について（１０月分）
22,097

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用輪ゴム外６点の購入経費の支出について
58,125

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 読書環境整備事業用「図書ボランティア講座２」にかかる講師謝礼の支出について
54,700

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 サービス事業用第１７回図書館フェスティバルにかかる講師謝礼金の支出について（１０月地域館）
105,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 サービス事業用第１７回図書館フェスティバルにかかる講師謝礼金の支出について（１１月地域館追加分）
7,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 サービス事業用ビニール紐外５点の購入経費の支出について
57,488

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 読書環境整備事業用「図書ボランティア講座２」一時保育にかかる支出について
12,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 サービス事業用作家講演会（第17回図書館フェスティバル）にかかる一時保育謝礼金の支出について
9,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費 平成26年度全国公共図書館研究集会（サービス部門　総合・経営部門）参加にかかる旅費の支出について
42,660

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　筆耕翻訳料 サービス事業用作家講演会（第17回図書館フェスティバル）にかかる手話通訳派遣経費の支出について
9,600

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　会費 平成26年度全国公共図書館研究集会参加に係る参加費の支出について
3,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 地域館事業用行事にかかる講師謝礼金の支出について（１１月）
14,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 地域館事業用後納郵便料の支出について（１０月地域図書館）
38,414

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 サービス事業用後納郵便料の支出について（１０月中央図書館）
173,732

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 平成26年度障がい者サービス事業用対面朗読サービス（10月）の協力者謝礼金の支出について
258,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費 第100回全国図書館大会参加にかかる旅費の支出について
37,600

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用官報購入経費の支出について　4月～9月分
18,984

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（9月分）
265,816

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外1館閲覧用法規類追録等購入経費の支出について　9月分
64,327

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用雑誌購入経費の支出について（9月分）
918,604

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館外3館閲覧用雑誌購入経費の支出について（9月分）
255,579

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館外3館閲覧用雑誌購入経費の支出について（9月分）
226,762

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用法規類追録等購入経費の支出について　9月分
25,957

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（９月分その２）
278,210

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（９月分その２）
2,044,789

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 西淀川図書館外５館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（９月分）
238,025

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平野図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（９月分）
284,149

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 東淀川図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（９月分）
306,880

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 阿倍野図書館外５館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（９月分）
246,494

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 旭図書館外３館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（９月分）
199,920

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 東淀川図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（９月分）
1,891,115

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 旭図書館外３館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（９月分）
1,232,040

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 西淀川図書館外５館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（９月分）
1,466,971

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 平野図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（９月分）
1,750,860

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 阿倍野図書館外５館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（９月分）
1,518,711

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 図書館資料装備業務経費の支出について（9月分）
1,103,658

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（9月分）
301,109

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（9月分）
299,791

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　会費 図書館情報ネットワークシステム事業用運用研修費の支出について(ネットワークの基礎1名)
56,376



平成26年度（平成26年11月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館情報ネットワークシステム事業用セキュリティソフト買入経費の支出について
26,784

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立図書館情報ネットワークシステム事業用ファイアウォール機器及び音声応答装置長期借入経費の支出について（１０月分）
307,648

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用クライアント機器等借入経費の支出について（１０月分）
3,299,724

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用サーバ機器等借入経費の支出について（１０月分）
6,569,121

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 市立図書館閲覧用地図購入経費の支出について(第4回納品分)
83,718

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用法規類追録購入経費の支出について　10月分
55,537

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館閲覧用　スペイン語図書及びマーク購入経費の支出について(10月分)
9,072

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 図書館閲覧用　スペイン語図書及びマーク購入経費の支出について(10月分)
330,169

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ヨミダス歴史館」使用料の支出について(平成26年10月分)
76,770

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ポプラディアネット」使用料の支出について(平成26年10月分)
12,510

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「D1-Law.com」使用料の支出について(平成26年10月分)
68,490

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「理科年表プレミアム」使用料の支出について(平成26年10月分)
8,910

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用外国新聞・雑誌購入経費の支出について　10月分
90,187

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外4館閲覧用中国語雑誌購入経費の支出について　10月分
32,021

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(auKDDI平成26年10月分)
16,456

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(ソフトバンク平成26年10月分)
2,548

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１０月分その１）
568,947

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１０月分その１）
4,180,631

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞購入経費の支出について　7月～9月分
21,000

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞購入経費の支出について　4月～6月分
21,000

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外２館閲覧用ハングル雑誌購入経費の支出について　10月分
74,120

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館閲覧用視聴覚サービス事業用映像資料購入経費の支出について（９月分）
2,023,740

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用プロバイダ使用料の支出について(NTT西日本平成26年10月分)
6,231

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市図書館情報ネットワークシステムにおける通信サービス提供経費の支出について(イーサネットVPN 平成26年10月分)
475,740

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用プロバイダ料（ファイバーリンクlight/IP8)の支出について(平成26年10月分)
16,200

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「JRS経営情報」使用料の支出について(平成26年10月分)
10,800

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「日経テレコン21」使用料の支出について(平成26年10月分)
85,320

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「JapanKnowledge」(ジャパンナレッジLib)使用料の支出について(平成26年11月分)
224,640

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「聞蔵Ⅱビジュアル・フォーライブラリー」使用料の支出について(平成26年10月分)
138,240

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ナクソス・ミュージック・ライブラリー」使用料の支出について(平成26年10月分)
44,010

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「LexisASONE」使用料の支出について(平成26年10月分)
17,280

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「毎索」使用料の支出について(平成26年10月分)
64,800

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究研修支援事業（中教研　音楽部）全市研究発表会にかかる報償金の経費支出について
25,160

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「英語イノベーション事業」英語表現力向上講座（１）（２）にかかる報償金の支出について
38,540

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 新任教頭研修会（３）の開催にかかる報償金の支出について
15,980

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 人権教育連続講座（３）実施にかかる報償金の支出について
15,540

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 学校園運営研修会（４）「道徳教育」にかかる報償金の支出について
43,580

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣＴ活用事業にともなう講師謝礼等経費の支出について
24,720

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（西ブロック）実施にかかる報償金の経費支出について
7,280

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成26年9月）
924,151

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成26年9月）
366,319

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成26年9月）
104,769

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成26年9月）
43,839

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 発達障がい専門講座（９）開催にかかる報償金の支出について
16,820

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 発達障がい専門講座（８）開催にかかる報償金の支出について
16,820

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育資料事業用図書室用雑誌(１０月分)買入にかかる経費の支出について
14,005

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修・３区（西成・住吉・住之江）合同人権教育講演会の開催及び経費の支出について
19,400

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（西・南ブロック）の開催及び経費の支出について
19,060
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教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究研修支援事業（中教研　数学部）全市研究発表会にかかる報償金の経費支出について
10,260

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究研修支援事業（中教研　数学部）全市研究発表会にかかる報償金の経費支出について
16,960

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業校内研修会（聖和小学校）にかかる報償金の経費支出について
23,020

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教職員地域研修（４ブロック合同）開催にかかる消耗品費の経費の支出について
3,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座「授業づくり２」「授業づくり1－③」実施にかかる報償金の支出について
175,920

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ICT活用事業にかかる講師謝礼等経費の支出について
24,760

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ICT活用事業にかかる講師謝礼等経費の支出について
24,920

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ICT活用事業にかかる講師謝礼等経費の支出について
24,820

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ICT活用事業にともなう校内研修会開催にかかる経費の支出について
23,380

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教室改修に伴う校内LAN構築業務委託にかかる経費の支出について（井高野中学校）
236,520

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 負担金、補助及交付金　会費 第５０回全国小学校道徳教育研究大会参加にかかる経費支出について
15,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ICT活用事業にともなう講師謝礼等経費の支出について
22,580

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（東ブロック）実施にかかる報償金の経費支出について
10,400

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３４６）にかかる管外出張旅費の支出について（１０月分－１）
53,527

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３２３）にかかる管外出張旅費の支出について（１０月分）
38,095

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３０９）にかかる管外出張旅費の支出について（１０月分）
13,600

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２１８）にかかる管外出張旅費の支出について（１０月分）
14,610

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３１６）にかかる管外出張旅費の支出について（８月分－２）
27,660

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２５８）にかかる管外出張旅費の支出について（１０月分）
36,660

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３１６）にかかる管外出張旅費の支出について（８月分－４）
27,300

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３１６）にかかる管外出張旅費の支出について（８月分－１）
27,660

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３１６）にかかる管外出張旅費の支出について（８月分－３）
27,300

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３６３）にかかる管外出張旅費の支出について（１０月分－１）
29,980

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３６３）にかかる管外出張旅費の支出について（１０月分－２）
38,860

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３１６）にかかる管外出張旅費の支出について（８月分－５）
27,940

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３４６）にかかる管外出張旅費の支出について（１０月分－２）
53,527

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２５９）にかかる管外出張旅費の支出について（８月分）
20,180

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２２２）にかかる管外出張旅費の支出について（８月分－１）
27,500

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２２２）にかかる管外出張旅費の支出について（８月分－２）
27,500

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教職員地域研修にかかる事務用品等の買入経費支出について
56,260

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教職員地域研修にかかるトナー等の買入経費支出について
45,870

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 幼児教育研修会（１０）にかかる報償金の支出について
9,260

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座「授業づくり２」「授業づくり1－③」実施にかかる報償金の支出について
19,220

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 研究指定園研修会にかかる報償金の支出について（長吉第二幼稚園－２）
24,300

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市立高等学校教職員人権教育研修会（３）実施にかかる報償金の支出について
9,160

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
6,048

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
830

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
6,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業(２６１)にかかる出張旅費の支出について(８月分－２）
51,580

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業(２６１)にかかる出張旅費の支出について(８月分－１）
9,260

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業(３４８)にかかる出張旅費の支出について(７月分）
17,320

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 第２０回近畿中学校道徳教育研究大会参加にかかる資料代の支出について
2,500

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 幼稚園教職員人権教育研修会（２）実施にかかる報償金の金額変更について
11,960

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業校内研修会（住之江中学校）にかかる報償金の経費支出について
11,760

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究研修支援事業（小教研）人権教育講演会にかかる報償金の経費支出について
10,700

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究研修支援事業（中教研　第３ブロック特別支援教育部）発表会にかかる報償金の経費支出について
8,600

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究研修支援事業（特支教研・病弱部会）研修会にかかる報償金の経費支出について
13,760

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「教頭・副校長・幼稚園主任研修会（２）」開催にかかる講師謝礼等経費の支出について
12,960
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教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 特別企画研修　体罰・暴力行為等防止研修会（１）にかかる報償金の支出について
21,400

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 情報教育推進事業用インターネット・ハウジング回線使用料の経費支出について(１０月分)
182,520

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 教育情報提供システムコンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成26年10月分）
217,188

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 教育センター研修申し込みサーバ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成26年10月）
35,035

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育センター　教育用コンテンツサーバ機器一式長期借入にかかる経費の支出について
133,056

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育センター　教職員研修用パソコン実習室機器一式長期借入にかかる経費の支出について
174,312

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣＴ活用事業にかかる研修会実施に伴う講師謝礼等経費の支出について
10,600

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣＴ活用事業にかかる研修会実施に伴う講師謝礼等経費の支出について
19,300

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(高速同軸通信方式　東・西・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成26年10月）
530,489

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－西ブロック)にかかる経費支出について（平成26年10月）
1,905,120

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(無線)機器一式４回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年10月分）
11,036

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度大阪市立小・中学校ユビキタス用ノートパソコン等借入にかかる経費の支出について（平成26年10月）
312,480

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入北ブロックその２にかかる経費の支出について（平成26年10月）
1,900,800

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－南ブロック)にかかる経費支出について（平成26年10月）
2,400,451

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入東ブロックその２にかかる経費の支出について（平成26年10月）
2,116,800

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－南・西ブロック)にかかる経費支出について（平成26年10月）
2,265,408

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(南ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年10月分）
17,280

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(ＰＬＣ)機器一式４回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年10月分）
1,080

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－北・東ブロック)にかかる経費支出について（平成26年10月）
2,265,408

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－北ブロック)にかかる経費支出について（平成26年10月分）
1,499,375

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料
情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入南ブロックその２にかかる経費の支出について（平成26年10月
分） 1,890,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－東ブロック)にかかる経費支出について（平成26年10月分）
1,973,160

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－北ブロック)にかかる経費支出について（平成26年10月分）
2,371,572

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(東ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年10月分）
10,108

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－東ブロック)にかかる経費支出について（平成26年10月分）
1,814,270

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校情報処理用電子計算機組織一式長期借入にかかる経費支出について（平成26年10月分）
3,275,242

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（友渕小学校)にかかる経費の支出について（平成26年10月分）
81,000

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－南ブロック)にかかる経費支出について（平成26年10月分）
724,788

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－西ブロック)にかかる経費支出について（平成26年10月分）
855,042

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－東ブロック)にかかる経費支出について（平成26年10月分）
836,802

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－南ブロック)にかかる経費支出について（平成26年10月分）
1,780,834

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－北ブロック)にかかる経費支出について（平成26年10月分）
738,707

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(西ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年10月分）
62,208

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料
情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入西ブロックその２にかかる経費の支出について（平成26年10月
分） 1,879,200

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式　長期借入にかかる経費支出について（平成26年10月分）
537,615

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－西ブロック)にかかる経費支出について（平成26年10月分）
1,984,240

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(高速同軸通信方式　東・西・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成26年10月）
85,111

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－西ブロック)にかかる経費支出について（平成26年10月）
961,632

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－北ブロック)にかかる経費支出について（平成26年10月分）
1,058,832

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式　長期借入にかかる経費支出について（平成26年10月分）
235,950

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入東ブロックその２にかかる経費の支出について（平成26年10月）
825,390

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(南ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年10月分）
17,280

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料
情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入西ブロックその２にかかる経費の支出について（平成26年10月
分） 1,308,960

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－南ブロック)にかかる経費支出について（平成26年10月）
96,293

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－東ブロック)にかかる経費支出について（平成26年10月分）
955,588

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－東ブロック)にかかる経費支出について（平成26年10月分）
1,780,834

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(ＰＬＣ)機器一式４回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年10月分）
540

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育推進事業用　大阪市立我孫子南中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成26年10月分）
134,784
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教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－北・東ブロック)にかかる経費支出について（平成26年10月）
81,216

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(東ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年10月分）
3,370

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－北ブロック)にかかる経費支出について（平成26年10月分）
1,560,937

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－西ブロック)にかかる経費支出について（平成26年10月分）
1,732,098

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(北ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年10月分）
15,120

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度大阪市立小・中学校ユビキタス用ノートパソコン等借入にかかる経費の支出について（平成26年10月）
116,064

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－南ブロック)にかかる経費支出について（平成26年10月分）
1,051,056

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(無線)機器一式４回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年10月分）
2,759

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校情報処理用電子計算機組織一式長期借入にかかる経費支出について（平成26年10月分）
1,428,700

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料
情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入南ブロックその２にかかる経費の支出について（平成26年10月
分） 1,553,040

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(西ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年10月分）
15,552

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－南ブロック)にかかる経費支出について（平成26年10月分）
1,765,670

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入北ブロックその２にかかる経費の支出について（平成26年10月）
1,072,440

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式　長期借入にかかる経費支出について（平成26年10月分）
34,485

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校情報処理用電子計算機組織一式長期借入にかかる経費支出について（平成26年10月分）
219,800

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－東ブロック)にかかる経費支出について（平成26年10月分）
203,040

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－東ブロック)にかかる経費支出について（平成26年10月分）
117,158

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校情報処理用電子計算機組織一式長期借入にかかる経費支出について（平成26年10月分）
109,900

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(東ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年10月分）
3,370

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立特別支援学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入（その２）にかかる経費の支出について（平成26年10月分）
360,828

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－南ブロック)にかかる経費支出について（平成26年10月分）
107,136

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－北ブロック)にかかる経費支出について（平成26年10月分）
52,477

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式　長期借入にかかる経費支出について（平成26年10月分）
18,150

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－東ブロック)にかかる経費支出について（平成26年10月分）
68,018

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１０１）にかかる管外出張旅費の支出について（１０月分）
65,960

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎改築に伴う職員室のパソコンの移動及びパソコン教室－職員室間の校内ＬＡＮ構築に係る経費の支出について（諏訪小学校）
193,104

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「英語イノベーション事業」英語表現力向上講座（１）（２）にかかる報償金の支出について
18,160

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業校内研修会（高見小学校）にかかる報償金の経費支出について
26,200

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業校内研修会（福小学校）にかかる報償金の経費支出について
37,620

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 道徳教育推進事業用小学校道徳ＤＶＤ「こぎつねとこだぬきポン」外９点の購入経費の支出について
165,240

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 「がんばる先生支援事業（３５５）」先進校視察における学校訪問にかかる経費支出について
38,250

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 「がんばる先生支援事業（３５５）」先進校視察における学校訪問にかかる経費支出について
37,890

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 「がんばる先生支援事業（３５５）」先進校視察における学校訪問にかかる経費支出について
38,370

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 「がんばる先生支援事業（３５５）」先進校視察にかかる学校訪問における経費支出について
37,890

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 第３８回全国特別支援教育センター協議会総会・研究協議会への出席にかかる経費支出について
35,280

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　特別旅費 「言語活動指導者養成研修（国語力向上指導者養成研修）」への参加にかかる経費支出について
41,890

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業にかかるむくのき学園（中島中学校区小中一貫校）へのＩＣＴ環境整備の経費支出について（平成２６年１０月）
764,284

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業にかかる堀江小学校増学級へのICT環境整備の経費支出について（平成２６年１０月）
3,609

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(電力線通信方式　南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年１０月）
137,440

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業にかかるやたなか小中一貫校増学級にともなうＩＣＴ環境整備の経費支出について（平成２６年１０月）
16,291

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業実証研究総合委託にかかる経費の支出について（長期継続）平成２６年１０月
7,582,269

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ICT活用事業にかかるやたなか小中一貫校増学級にともなうＩＣＴ環境整備の経費支出について（平成２６年１０月）
271,951

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ICT活用事業にかかるむくのき学園（中島中学校区小中一貫校）へのＩＣＴ環境整備の経費支出について（平成２６年１０月）
1,549,874

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業にかかるやたなか小中一貫校増学級にともなうＩＣＴ環境整備の経費支出について（平成２６年１０月）
16,290

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業にかかるむくのき学園（中島中学校区小中一貫校）へのＩＣＴ環境整備の経費支出について（平成２６年１０月）
656,889

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業実証研究総合委託にかかる経費の支出について（長期継続）平成２６年１０月
4,348,815

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(電力線通信方式　南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年１０月）
255,290

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ICT活用事業にかかるむくのき学園（中島中学校区小中一貫校）へのＩＣＴ環境整備の経費支出について（平成２６年１０月）
1,291,560
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教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ICT活用事業にかかるやたなか小中一貫校増学級にともなうＩＣＴ環境整備の経費支出について（平成２６年１０月）
271,951

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(電力線通信方式　南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年１０月）
19,635

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(電力線通信方式　南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年１０月）
19,635

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 小学校理科研修会（３）用実験用ばねセット外８点の購入にかかる経費支出について
14,688

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 管理事務用コピー代金（１０月分）の支出について
4,346

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 道徳教育推進事業用図書１１５点の購入経費支出について
260,064

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ICT活用事業にともなう講師謝礼等経費の支出について
21,540

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業校内研修会（九条南小学校）にかかる報償金の経費支出について
21,820

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業校内研修会（関目小学校）にかかる報償金の経費支出について
14,820

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成26年９月分）の支出について
4,249

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座（７）実施にかかる報償金の支出について
210,160

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成26年９月分）の支出について
5,120

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成26年９月分）の支出について
12,270

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成26年９月分）の支出について
57,860

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成26年９月分）の支出について
3,620

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成26年９月分）の支出について
47,710

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（９月分）
41,760

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（９月分）
4,860

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（９月分）
11,860

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（９月分）
77,660

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（９月分）
20,830

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研修事業用コピー代金（１１月分）の支出について
37,340

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育研究事業用コピー代金（１０月分）の支出について
1,755

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 特別企画研修　体罰・暴力行為等防止研修会（１）にかかる経費の支出について
3,888

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成26年９月分）の支出について
3,792

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料
情報教育の推進事業用校内ＬＡＮシステム高速同軸通信方式北ブロック及び電力線通信方式東・西・北ブロック保守業務委託にかかる経費の支出について(平成26年10
月） 394,403

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成26年９月分）の支出について
2,060

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料
情報教育の推進事業用校内ＬＡＮシステム高速同軸通信方式北ブロック及び電力線通信方式東・西・北ブロック保守業務委託にかかる経費の支出について(平成26年10
月） 269,778

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料
情報教育の推進事業用校内ＬＡＮシステム高速同軸通信方式北ブロック及び電力線通信方式東・西・北ブロック保守業務委託にかかる経費の支出について(平成26年10
月） 53,956

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料
情報教育の推進事業用校内ＬＡＮシステム高速同軸通信方式北ブロック及び電力線通信方式東・西・北ブロック保守業務委託にかかる経費の支出について(平成26年10
月） 24,903

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター清掃業務委託の実施及び同所要経費の支出について（平成26年10月分）
340,200

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（西・北ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年１０月）
1,153,071

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（西・北ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年１０月）
456,062

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（西・北ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年１０月）
69,401

教育委員会事務局 管理担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（西・北ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年１０月）
38,666

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（児童生徒費等　１１月４日払）の支給について
64,476,515

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（給食費　１１月４日払）の支給について
31,533,425

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（給食費　１１月４日払）の支給について
10,687,259

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（児童生徒費等　１１月４日払）の支給について
153,385,883

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 会場使用料（平成２６年１１月７日及び１４日開催分　奨学金制度等個別相談会）の支出について
16,800

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
14,016

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
12,000

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター用電話代にかかる経費支出について（１０月分）
5,182

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 奨学費・特別支援教育就学奨励費管理システム用サーバ装置等　長期借入経費の支出について（平成２６年１０月分）
48,495

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 環境整備用清掃の委託経費の支出について（１０月分）
58,320

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター用ファクシミリ装置の借入経費の支出について（１０月分）
22,680

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 管理用リサイクルトナーカートリッジの購入経費の支出について
79,488

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学援助用郵便料金等の経費支出について（１０月分）
79,698
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教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事務管理用複写機に係るコピー代金の支出について（１０月分）
7,710

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 学校経営管理センター用電気使用料の支出について（１０月分）
1,434,026

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用郵便料金等の経費支出について（１０月分）
14,083

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 事務管理用学校経営管理センター事務所の賃借経費の支出について（１１月分）
5,461,437

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（給食費　１１月４日払における口座振替不能）の再支給について
164,261

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（児童生徒費等　１１月４日払における口座振替不能）の再支給について
145,176

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（児童生徒費等　１１月４日払における口座振替不能）の再支給について
380,019

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（給食費　１１月４日払における口座振替不能）の再支給について
23,250

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（１０月分）
2,320

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（１０月分）
72,250

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（１０月分）
9,740

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 業務用ゴム印買入れ経費の支出について
3,105

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 事務管理用通信回線料の経費支出について（ビジネスイーサ１０月分）
15,120

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用通信回線料の経費支出について（ビジネスイーサ１０月分）
251,640

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事務管理用複写機に係るコピー代金の支出について（１０月分）
30,247

教育委員会事務局 事務管理担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 奨学費用郵便料等の経費支出について（１０月分）
40,823

教育委員会事務局 学務担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 学校給食費用預金口座振替依頼書の作成にかかる支出について
408,672

教育委員会事務局 学務担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 学校徴収金システム及び学校給食費システム等にかかる口座振替用フロッピーディスク他の配送業務委託にかかる支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校徴収金システム及び学校給食費システム等にかかる口座振替用フロッピーディスク他の配送業務委託にかかる支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校徴収金システム及び学校給食費システム等にかかる口座振替用フロッピーディスク他の配送業務委託にかかる支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（１０月分）
79,846,824

教育委員会事務局 学務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（１０月分）
40,196,190

教育委員会事務局 学務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小、中、高等及び特別支援学校の動物死体処分業務委託経費の支出について（単価契約）１０月分
32,400

教育委員会事務局 学務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（１０月分）
26,216,810

教育委員会事務局 学務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（１０月分）
13,171,680

教育委員会事務局 学務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（１０月分）
3,990,574

教育委員会事務局 学務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（１０月分）
7,588,997

教育委員会事務局 学務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（１０月分）
2,931,485

教育委員会事務局 学務担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（１０月分）
1,470,981

教育委員会事務局 学務担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学務担当（未収金対策グループ）用郵便料金等の経費支出について（１０月分）
856,431

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 失業者の退職手当の支給について（１１月１４日払）
153,439

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 教員の退職手当について（１１月１４日払）
5,524,711

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　給料 平成２６年１１月　給与の支出について
14,515,062

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　教員給 平成２６年１１月　給与の支出について
106,684,692

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２６年１１月　給与の支出について
1,180,300

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２６年１１月　給与の支出について
14,686,844

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２６年１１月　給与の支出について
3,221,830

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２６年１１月　給与の支出について
28,329

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２６年１１月　給与の支出について
500,607

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２６年１１月　給与の支出について
2,553,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２６年１１月　給与の支出について
752,349

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月　報酬の支出について
9,119,120

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 賃金　賃金 平成２６年１１月　アルバイト賃金の支出について
347,105

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月　報酬の支出について
242,720

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月　報酬の支出について
14,708,895

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月　報酬の支出について
740,018

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 給料　給料 平成２６年１１月　給与の支出について
315,369,116

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 給料　教員給 平成２６年１１月　給与の支出について
30,889,586
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２６年１１月　給与の支出について
12,450,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２６年１１月　給与の支出について
54,988,562

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２６年１１月　給与の支出について
246,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２６年１１月　給与の支出について
257,660

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２６年１１月　給与の支出について
5,856,441

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２６年１１月　給与の支出について
22,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２６年１１月　給与の支出について
7,420,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２６年１１月　給与の支出について
400,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２６年１１月　給与の支出について
40,647

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月　報酬の支出について
4,077,266

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 教育活動支援員及び特別支援教育補助員にかかる賃金の支出について（１０月分）
23,396,975

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 平成２６年１１月　アルバイト賃金の支出について
5,559,848

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 給料　給料 平成２６年１１月　給与の支出について
65,490,317

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 給料　教員給 平成２６年１１月　給与の支出について
40,325,301

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２６年１１月　給与の支出について
4,004,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２６年１１月　給与の支出について
15,328,272

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２６年１１月　給与の支出について
238,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２６年１１月　給与の支出について
42,370

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２６年１１月　給与の支出について
258,373

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２６年１１月　給与の支出について
1,689,750

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２６年１１月　給与の支出について
1,560,300

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２６年１１月　給与の支出について
2,733,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２６年１１月　給与の支出について
518,900

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２６年１１月　給与の支出について
32,660

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月　報酬の支出について
191,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 平成２６年１１月　アルバイト賃金の支出について
2,105,390

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 教育活動支援員及び特別支援教育補助員にかかる賃金の支出について（１０月分）
5,804,735

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 給料　給料 平成２６年１１月　給与の支出について
39,337,559

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 給料　教員給 平成２６年１１月　給与の支出について
440,972,114

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２６年１１月　給与の支出について
12,642,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２６年１１月　給与の支出について
57,164,909

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２６年１１月　給与の支出について
2,923,055

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２６年１１月　給与の支出について
1,244,264

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２６年１１月　給与の支出について
1,295,326

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　産業教育手当 平成２６年１１月　給与の支出について
5,502,141

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　定時制教育手当 平成２６年１１月　給与の支出について
4,571,700

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２６年１１月　給与の支出について
5,021,900

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２６年１１月　給与の支出について
6,655,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２６年１１月　給与の支出について
6,418,505

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２６年１１月　給与の支出について
22,048

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月　報酬の支出について
24,322,760

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 平成２６年１１月　アルバイト賃金の支出について
2,029,709

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 給料　給料 平成２６年１１月　給与の支出について
16,702,735

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 給料　教員給 平成２６年１１月　給与の支出について
19,486,061

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２６年１１月　給与の支出について
995,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２６年１１月　給与の支出について
4,919,927

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２６年１１月　給与の支出について
64,768

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２６年１１月　給与の支出について
380,916
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２６年１１月　給与の支出について
126,900

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２６年１１月　給与の支出について
907,300

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２６年１１月　給与の支出について
268,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２６年１１月　給与の支出について
14,123

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 災害補償費　災害補償費 公務災害による休業補償費（１１月分）の支出について
17,416

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月　報酬の支出について
272,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 賃金　賃金 平成２６年１１月　アルバイト賃金の支出について
1,595,456

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（１０月分）
181,929

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（１０月分）
524,175

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 府費給与事務用返納通知書の印刷にかかる経費の支出について
25,920

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワーク業務システム用サーバ装置等一式再借入の経費の支出について（１０月分）
4,751,946

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成26年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）の経費の支出について（１０月分）
486

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター業務用インターネットサーバ装置等長期借入経費の支出について（１０月分）
149,558

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用サーバ装置等借入（長期継続）経費の支出について（１０月分）
344,196

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市教育委員会校務支援サービス業務委託経費の支出について（第２０回中間払い）（１０月分）
55,409,427

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用ルータ装置借入（長期継続契約）経費の支出について（１０月分）
179,107

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター財務会計用校園端末装置等長期借入経費の支出について（１０月分）
33,825

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（１０月分）
3,616

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センターネットワーク統合用集約ファイアウォールサーバ装置等借入（長期継続契約）経費の支出について（１０月分）
48,168

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成26年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）の経費の支出について（１０月分）
21,168

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（１０月分）
1,443,103

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用東住吉特別支援学校端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（１０月分）
1,987

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用サーバ装置等（増強分）借入（長期継続契約）経費の支出について（１０月分）
166,060

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員勤務情報システムサーバ関係機器等借入（長期継続契約）経費の支出について（１０月分）
155,088

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員人事給与事務に係るデータ入力業務委託の経費支出について（１０月分）
18,603

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成26年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）の経費の支出について（１０月分）
18,090

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員情報システム機器一式再借入の経費の支出について（一期調達）（１０月分）
127,720

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター財務会計用校園端末装置等長期借入経費の支出について（１０月分）
1,012,219

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員勤務情報システムサーバ関係機器等借入（長期継続契約）経費の支出について（１０月分）
632,124

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センターネットワーク統合用集約ファイアウォールサーバ装置等借入（長期継続契約）経費の支出について（１０月分）
155,239

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（１０月分）
4,157,863

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（１０月分）
13,396

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用サーバ装置等借入（長期継続）経費の支出について（１０月分）
897,804

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用ルータ装置借入（長期継続契約）経費の支出について（１０月分）
604,541

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用東住吉特別支援学校端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（１０月分）
14,083

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用サーバ装置等（増強分）借入（長期継続契約）経費の支出について（１０月分）
489,478

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワーク業務システム用サーバ装置等一式再借入の経費の支出について（１０月分）
679,806

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員情報システム機器一式再借入の経費の支出について（二期調達）（１０月分）
22,377

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター業務用インターネットサーバ装置等長期借入経費の支出について（１０月分）
238,680

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ５）（１０月分）
188,692

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（１０月分）
8,136

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ２）（１０月分）
553,791

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ４）（１０月分）
485,931

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ１）（１０月分）
195,085

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ３）（１０月分）
203,767

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ３）（１０月分）
2,859,945

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（１０月分）
30,141

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ５）（１０月分）
2,689,666
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ４）（１０月分）
2,443,069

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ２）（１０月分）
2,051,532

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ１）（１０月分）
2,256,762

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ２）（１０月分）
317,390

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ３）（１０月分）
107,597

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ１）（１０月分）
116,495

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（１０月分）
5,424

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ４）（１０月分）
308,409

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ５）（１０月分）
121,808

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ３）（１０月分）
1,510,167

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ２）（１０月分）
1,175,779

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（１０月分）
20,094

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ５）（１０月分）
1,736,282

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ４）（１０月分）
1,550,555

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ１）（１０月分）
1,347,630

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ６）（１０月分）
167,095

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ６）（１０月分）
1,550,270

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（１０月分）
1,809

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ６）（１０月分）
163,385

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（１０月分）
6,700

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ６）（１０月分）
1,515,850

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 府費給与等口座振替支払い用データ伝送に係るパソコンサービス利用料金の支出について（１０月分）
10,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（１１月分）の支出について
19,095,520

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 教職員の退職手当について
180,779

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 教職員情報システム用専用回線使用料にかかる経費の支出について（１０月分）
56,160

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校務支援システム用ハウジングサービスの経費支出について（１０月分）
55,080

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校務支援システム用情報接続網利用にかかる通信回線料の支出について（１０月分）
91,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 諏訪小学校職員室移転に伴う校務支援用パソコンＬＡＮ回線設置等作業業務委託の経費の支出について
183,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（１１月分）の支出について
65,685,714

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（１１月分）の支出について
14,015,529

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（１１月分）の支出について
87,354,653

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（１１月分）の支出について
6,203,357

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色画用紙外１件購入の支出について
16,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用トナー購入の支出について
26,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ポスターカラー（幼児用）の購入の支出について
73,062

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ他購入の支出について
33,507

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色画用紙購入の支出について
38,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 樹木害虫駆除薬剤散布工事の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 道徳における協働的な学びの研修講師謝礼の支出について
16,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 支援部研修会　講師謝礼の支出について
24,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別活動にかかる講師謝礼金の支出について
5,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 　粉土　他の購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスプレゼンテーション機器（仕様書）購入の支出について
328,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 発達障害に関する研修会講師謝礼の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「鍛え直しプログラム」における講師への報償費の支出について
18,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「地震から身を守る安全講座」講師料の支出について
18,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 異文化体験学習講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育にかかる講師謝礼金の支出について
10,400
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科特別授業用講師謝礼金の支出について
22,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 発達障がい児自立支援事業実施に伴う講師謝礼の支出について
37,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 授業研究会（国語）　講師謝礼金の支出について
12,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「鍛え直しプログラム」における講師への報償費の支出について
16,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル教科書　新しい国語　全学年セット購入の支出について
330,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子（№５２）」購入の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン用石灰　購入の支出について
9,471

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子（№５２）」購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木の実穴あけドリル外購入の支出について
99,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画ボード　外購入の支出について
111,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 室名札購入の支出について
142,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジモップ他清掃用具購入の支出について
79,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子」購入の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チェーンソー替刃外購入の支出について
17,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 照明器具ほか購入の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ　外購入の支出について
94,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯　外　購入の支出について
18,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 みょうばん外の購入の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 なわとび　外購入の支出について
187,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子（№５２）」購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用金属板　他購入の支出について
19,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール他１４点の購入の支出について
85,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水中ポンプ購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 一輪車　他購入の支出について
235,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高跳び用竹バー他購入の支出について
24,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　他購入の支出について
91,347

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 琉球あさがお苗外購入の支出について
17,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」購入の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子」購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子（Ｎｏ．５２）購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「シニア自然大学自然観察」実施にかかる材料購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号　購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」　購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ手袋　外購入の支出について
16,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手動芝刈機購入の支出について
259,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め用半紙　外購入の支出について
235,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号　購入の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 １００玉そろばん　ほか　の購入の支出について
152,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画ベニヤ外購入の支出について
99,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童文集「大阪の子」第５２号購入の支出について
10,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　ほか　の購入の支出について
79,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性版画インク　外　購入の支出について
237,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 調理用ボール購入の支出について
16,326

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根　ほかの購入の支出について
57,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＶアダプタ購入の支出について
5,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号　購入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 角材　ほか購入の支出について
25,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞４０周年記念特別号カラー印刷の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 雨水管・会所通管工事の支出について
105,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関及び職員室インターホン補修の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 保健室前ほかガラス入替工事の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館１階トイレ漏電修理の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替の支出について
47,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
25,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 鉄琴修理の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオンの修理の支出について
4,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室フード修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 引違戸錠取替修理の支出について
30,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂袖幕　校名刺繍修理の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 運動会用テント柱の溶接修理の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 冷凍庫排水分解清掃・結氷除去修理の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　冷凍庫修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 球根皮剥機　修理の支出について
16,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 レーザープリンター修理の支出について
44,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習（１１／５）に伴う参加児童交通費の支出について
7,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外体験学習に係る参加児童交通費（１１月５日）の支出について
7,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる児童交通費（１１／５）の支出について
12,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外体験学習に係る参加児童交通費（１１月５日）の支出について
12,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 スポーツ交歓会に係る参加児童交通費（１１／５）の支出について
10,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１１／５）の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会体験活動にかかる参加児童交通費（１１／５）の支出について
20,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費１１／５の支出について
7,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 スポーツ交歓会参加にかかる児童分交通費の支出について
21,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学に伴う児童交通費（１１／５）の支出について
18,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（１１／５）の支出について
5,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 自尊感情育成の取組にかかる官製はがき購入の支出について
3,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年秋の遠足にかかる参加児童交通費　１１／５の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 側溝及び会所清掃委託の支出について
278,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 階段踊り場掃除業務委託の支出について
99,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫防除作業の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「ＦＯＸＥＳきつね」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫駆除業務委託の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞会公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 一輪車　他購入の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「小さなりゅうの本」全４巻外購入の支出について
284,781

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 ディスクグラインダー講習の受講料の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし特別教育受講料の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤作業従事者安全教育外受講料の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育（１１／１２分）受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤、振動工具取扱作業講習代の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 電動工具類等の特別教育受講料の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤　外　特別講習受講料の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 性教育講演会にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン購入の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙外の購入の支出について
9,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーはちまき外３点の購入の支出について
30,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙、他購入の支出について
14,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
52,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス外購入の支出について
191,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 妊婦体験セット購入の支出について
31,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーネット上部コード購入の支出について
8,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 花苗外購入の支出について
32,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール用ゲームウェア　購入の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙他８点購入の支出について
22,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 刈払機取扱作業者安全衛生教育受講料等納入の支出について
1,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アーク溶接教習受講テキスト代外受講料の支出について
840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガード付き安全ナイフ外購入の支出について
75,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレスボウル外購入の支出について
43,115

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バッティングティー　ほか　購入の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス管補修工事の支出について
5,113

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 冷暖房機　修理の支出について
40,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット　外　修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ポータブルアンプ　修理の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
28,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「少女剣士がゆく」公演業務委託の支出について
400,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「風の館の物語　２」外　購入の支出について
281,134

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「星空ロック」外　購入の支出について
367,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱作業者安全衛生教育受講料等納入の支出について
9,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接教習受講テキスト代外受講料の支出について
18,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 丸のこ等取扱い作業従事者教育受講料（１１／４）の支出について
6,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石講習受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石試運転講習　外の受講料の支出について
56,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（１０月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（１０月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 解熱鎮痛剤外購入の支出について
28,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 模擬実践書式購入の支出について
1,080
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ空調機補修材料購入の支出について
26,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用薬品の購入の支出について
32,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 大三角定規他購入の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇の購入の支出について
26,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 自動火災報知設備受信機用バッテリーの購入の支出について
53,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 案内板他　購入の支出について
293,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンシャトル外購入の支出について
20,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 折り紙他　購入の支出について
37,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット外購入の支出について
103,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ購入の支出について
21,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 非伸縮性テープ他購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット購入の支出について
63,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入経費の支出について
98,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 校章・校名入　クリアホルダー　購入の支出について
15,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 テニスネット外購入の支出について
89,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 空調機修理の支出について
37,578

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替（パソコン部室）補修工事の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 正面玄関ステンレス扉外補修工事の支出について
89,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 旋盤の修理の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ビデオカメラ修理の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 定時制高校進学説明会案内送付に伴う往復葉書購入の支出について
34,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律処理手数料の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 害虫駆除作業業務委託経費の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 本館つた撤去作業業務委託の支出について
345,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「山女日記」外購入の支出について
98,879

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「あすなろ三三七拍子」外購入の支出について
132,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱従事者安全衛生教育受講料外の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　他　購入の支出について
16,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 花の苗の購入（１１／４）の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 種子　他　購入の支出について
8,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴミ袋　外　購入の支出について
112,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 中校庭　土補修工事の支出について
122,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室　防水コンセント取替工事の支出について
33,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピアノ　修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 テーブルコンロ修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 スムージーブレンター修理の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 舞台照明装置修理の支出について
29,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 ５口コンロ回転釜点検の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 中学部技術科実習用　ノートパソコン　購入の支出について
110,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パソコン用キーボード他の購入経費の支出について
5,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　　　アクリル板　他の購入の支出について
76,377

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 会議用テーブル　購入の支出について
53,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 視聴覚物品「ワイヤレスマイク」他の購入の支出について
79,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 　ガス栓取替の支出について
6,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 排水管詰り改善及び屋外埋設配管洗浄工事の支出について
993,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 階段の補修の支出について
192,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ドレン配管補修工事の支出について
42,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 拡大機の購入の支出について
305,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 培養土　外　購入の支出について
29,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 パンジー（苗）外２２件の購入の支出について
19,186

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 トイレの水漏れ工事の支出について
79,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 園舎廊下・トイレ・３教室の照明器具ＬＥＤ化工事の支出について
287,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 ポータブルアンプ修理の支出について
68,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
5,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 図書「世界のあいさつ」購入の支出について
46,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 英語ワークブック　購入の支出について
201,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 全日本音楽教育研究会全国大会資料代（１１／６）の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 指導本「体つくり運動の基本」外購入の支出について
21,042

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 液晶モニタ他購入の支出について
103,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 バスケットゴール　（仕様書）購入の支出について
290,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 １１／６・７第６４回全国学校保健研究大会参加費の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 第６４回全国英語教育研究大会参加費の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 第６４回全国学校保健研究大会参加費（１１／６）の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科特別授業にかかる報償金の支出について
11,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年生そろばん指導　講師謝礼代の支出について
3,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科特別授業にかかる報償金の支出について
11,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習「稲刈」の講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族ふれあい学習にかかる講師謝礼金の支出について
9,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 研究授業用講師謝礼金の支出について
23,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年そろばん学習指導講師謝礼金の支出について
5,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 試験管　外購入の支出について
68,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土他購入の支出について
78,199

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性サインペン外購入の支出について
28,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 酸素吸入器購入の支出について
9,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性マーカー　外購入の支出について
21,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白板消し外購入の支出について
70,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量紙粘土　外購入の支出について
173,543

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子」第５２号購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子Ｎｏ．５２」購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子」５２号購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「大阪の子」第５２号　購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 温度計外購入の支出について
197,431

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子５２号」購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台所用洗剤　外　購入の支出について
51,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌　「大阪の子」５２号購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸型だし取りかご　購入の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子№５２」購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はにわ粘土　外購入の支出について
28,722

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集大阪の子５２号購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号　購入の支出について
6,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子」購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 １年芋ほり（１１／６）にかかるさつまいも株購入の支出について
13,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰２０Ｋｇ購入の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ　外　購入の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集（大阪の子）の購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童文集「大阪の子」の購入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジ購入の支出について
82,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根チューリップ外購入の支出について
75,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「大阪の子」５２号購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 物差し　外　購入の支出について
32,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「大阪の子」５２号購入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベル外の購入の支出について
53,514

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教育用ブロック購入の支出について
342,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇　購入の支出について
13,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ　購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」購入の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号　購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書管理システムソフト外購入の支出について
189,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て舌圧子外購入の支出について
15,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ用トナーカートリッジ　購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤購入の支出について
24,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター台　購入の支出について
171,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直方体・立方体説明器　他　購入の支出について
80,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
23,706

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画和紙（四つ切）　外　購入の支出について
76,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子」購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス作業台外購入の支出について
125,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 セロファン　外　購入の支出について
14,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土購入の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーすのこ外購入の支出について
49,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性つや消し塗料外購入の支出について
62,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用トナーカートリッジ購入の支出について
203,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機デジタル製版用原紙　外　購入の支出について
86,853

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 登り綱購入の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量油ねんど　購入の支出について
30,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 つや出しニス外購入の支出について
269,047

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童文集「大阪の子」第５２号購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図工指導用粘土外購入の支出について
53,802

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子」５２号購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」購入の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土他６点購入の支出について
46,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 釜の木蓋購入の支出について
23,961

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子（Ｎｏ．５２）」購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
3,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「大阪の子」５２号購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根　購入の支出について
15,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館蔵書整備ソフト　外の購入の支出について
266,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 八つ切画用紙外５点購入の支出について
82,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 三角巾外購入の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「大阪の子」５２号購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タオル外購入の支出について
15,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語作文指導用教材「大阪の子」５２号　購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子　５２号」の購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷却シート外購入の支出について
10,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たわし　外購入の支出について
80,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 年間大阪市児童文集「大阪の子」５２号購入の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ外購入の支出について
114,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニューテラコッタ粘土　外　購入の支出について
34,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書画連続展示具外購入の支出について
67,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ　外　購入の支出について
27,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防藻剤　購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新世界　絶滅危機動物図鑑外購入の支出について
64,613

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
10,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子」　購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石鹸　外　購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　花の土　他購入の支出について
92,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書室照明器具補修工事の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室スピーカー補修工事の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室（特別支援学級）ガラス入替工事の支出について
24,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
14,299

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 南側外柵塗装工事の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場漏水補修工事の支出について
37,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 南階段照明器具補修工事の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階身障者用トイレ修繕の支出について
21,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 事務室運動場側窓ガラス取替補修の支出について
7,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具取替改修工事の支出について
34,849

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室（５－１）ガラス入替の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 東側外柵塗装工事の支出について
172,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 電気錠補修工事の支出について
48,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ５年星組教室窓ガラス入替補修工事の支出について
5,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
17,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 エアコン修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
14,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動ホッチキス修理の支出について
18,327

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機の修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン　修理の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン　修理の支出について
127,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
10,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 エアコン　修理の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用スナック菓子外購入の支出について
271,009

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１１／６）の支出について
5,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 スポーツ交歓会にかかる参加児童交通費　１１／６の支出について
22,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷凍冷蔵庫　リサイクル・運搬料の支出について
4,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年「こころの劇場」観劇に係る参加児童交通費の支出について
5,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（１１／６）の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ　収集運搬費他の支出について
3,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 スポーツ交歓会実施にかかる児童交通費　１１／６の支出について
5,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年劇鑑賞　参加児童交通費（１１／６）の支出について
9,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会体験学習にかかる児童交通費外（１１／６）の支出について
224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 スポーツ交歓会にかかる参加児童交通費の支出について
10,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年社会見学にかかる参加児童交通費（１１／６）の支出について
15,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費他１１／６の支出について
3,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 劇鑑賞にかかる参加児童交通費（１１／６）の支出について
14,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会体験学習にかかる児童交通費外（１１／６）の支出について
25,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 官製はがき購入にかかる経費（１１／５）の支出について
2,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（１１／６）の支出について
7,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年劇鑑賞　参加児童交通費転入生分（１１／６）の支出について
512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ　収集運搬費他の支出について
8,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷凍冷蔵庫　リサイクル・運搬料の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞会業務委託の支出について
350,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検　業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞会公演業務実施委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検請負の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
85,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
53,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検　業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 　紙芝居上演業務委託の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
40,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費他１１／６の支出について
4,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会体験学習にかかる児童交通費外（１１／６）の支出について
240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会体験学習にかかる児童交通費外（１１／６）の支出について
26,880
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ホワイトボードの購入の支出について
70,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ステンレス作業台　購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 図書館蔵書整備ソフト　外の購入の支出について
103,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷凍冷蔵庫の購入の支出について
72,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バスケットゴール　（仕様書）購入の支出について
290,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「はだしのゲン」外　購入の支出について
179,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「日本の自然災害」購入の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「むかしむかし絵本」外購入の支出について
381,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　購入の支出について
326,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「せいちゃん」外購入の支出について
390,053

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「くまのウーフの絵本」外購入の支出について
334,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石試運転取替講習受講料の支出について
20,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤・振動工具取扱作業講習受講の支出について
24,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤　外　特別教育講習受講料の支出について
13,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 管理作業員特別講習受講料（振動工具取扱）の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル絵の具　外　購入の支出について
34,273

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フードミル他購入の支出について
21,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 酸素（実験用気体）　外購入の支出について
7,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 布テープ外購入の支出について
65,783

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビオラの苗　外　購入の支出について
16,673

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター　外　購入の支出について
83,041

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スケッチブック他購入の支出について
28,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 道徳副読本「あすを生きる」購入の支出について
201,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランド用白線材購入の支出について
54,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土ほか購入の支出について
81,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＰ用トナーカートリッジ　購入の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 刺繍糸　外　　購入の支出について
40,694

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 行事用絵具、外購入の支出について
37,011

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冬用セーラー服外購入の支出について
44,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子ピアノ購入の支出について
139,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アンケートシート　購入の支出について
13,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アローカリア材　外購入の支出について
80,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スポーツシューズ外購入の支出について
21,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッジトリマ　外購入の支出について
17,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アローカリア材ほか購入の支出について
45,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サージカルマスク他購入の支出について
15,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スタッキングチェア　購入の支出について
71,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水銀灯他１０点購入の支出について
356,109

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドダミー他４点購入の支出について
89,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ディスクグラインダ　外購入の支出について
34,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バットケース　外購入の支出について
9,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式噴霧器外購入の支出について
96,714

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 外傷消毒液　外購入の支出について
18,549

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 潅水ホース　外購入の支出について
48,546

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック購入の支出について
44,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 耐火レンガ購入の支出について
28,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 刈込鋏外の購入の支出について
13,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドソープ　他購入の支出について
36,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スターティングブロック用釘ほか購入の支出について
91,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラップフィルム　他　購入の支出について
9,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消しゴム　外購入の支出について
48,479

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 お金模型セット他２２点購入の支出について
108,653

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引き印刷の支出について
45,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引き　第２集　印刷の支出について
102,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館２階２年１組教室窓下腰壁入替工事の支出について
197,613

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎ガラス入れ替えの支出について
5,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３年３組　電気器具の補修の支出について
16,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 自動火災報知設備補修工事の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替え補修工事の支出について
41,099

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ラジカセ修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 多機能電話機　修理の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館舞台上幕補修の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート他修理の支出について
14,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折り機の修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット修理外の支出について
13,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
29,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用白米購入の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 特別支援学級ふれあいステイ参加生徒に係る諸経費の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 吹奏楽部楽器運搬の支出について
54,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 はっぴクリーニングの支出について
36,363

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
41,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 高木薬剤散布　業務委託の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 本館及び東館屋上溝の清掃業務委託の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 「韓国伝統舞踊グループ」公演業務委託の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 側溝土砂上げ作業業務委託の支出について
499,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 和太鼓　飛龍コンサート２０１４　鑑賞業務委託の支出について
330,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 苦汁散布業務委託の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 特別支援学級ふれあいステイ参加生徒に係る諸経費の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 まな板・包丁収納庫の購入の支出について
213,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 長胴太鼓セット　購入の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 展示用平ケースの購入の支出について
293,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター購入の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払い機取扱い作業者安全衛生教育受講料の支出について
22,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石の取替等の業務に係る特別教育受講料の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 震動工具他　安全教育受講料の支出について
24,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ナンバリング外購入の支出について
8,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 フリーザーバッグ　外の購入の支出について
42,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙他　購入の支出について
67,003

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット他購入の支出について
70,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ビューレット他購入の支出について
29,646

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーンの購入の支出について
16,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 製図用紙他の購入の支出について
37,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ他１点買入の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室破損ガラス入替作業請負経費の支出について
11,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折機の修理の支出について
20,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置（装置）保守点検の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 高速道路通行料他の支出について
12,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大型バス借上料の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デスクトップパソコン購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「八月の六日間」外購入の支出について
78,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 管理作業員技能講習にかかる受講料の支出について
24,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外購入の支出について
35,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジスタンプ　外購入の支出について
61,299

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 三徳包丁　外購入の支出について
107,038

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ポータブルオーディオ　外　購入の支出について
85,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入の支出について
15,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
5,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 世界の打楽器リズムコンサート実施費用の支出について
270,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 応接用　長椅子　購入の支出について
398,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　ポップアップ人体えほん　外　購入の支出について
338,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ外購入の支出について
68,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 案内板外購入の支出について
99,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 走高跳用スタンド　他　の購入にかかるの支出について
24,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 読み聞かせスタンド購入の支出について
9,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 机（５台）購入の支出について
46,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機　外購入の支出について
238,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ストーブガード外購入の支出について
32,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　折りたたみいす用台車購入の支出について
29,558

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子辞書購入の支出について
26,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 長なわの購入の支出について
61,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ガス給湯器購入の支出について
69,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 フラワースタンド　購入の支出について
11,469

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ＨＲ教室（３－３）の床板補修工事の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 学習園水栓柱破損漏水補修工事の支出について
22,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室屋上排気ファン不良修理工事の支出について
982,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 黒板貼替曲面加工工事の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給水管漏水修理の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 監視カメラ補修工事の支出について
79,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 美術科職員室コンセント外補修工事の支出について
159,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 漏水補修工事の支出について
506,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室天井扇風機補修工事の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ５号館調理室排水管補修工事の支出について
43,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館外壁補修工事の支出について
229,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 給食室新設機器用電源工事の支出について
93,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 跳び箱　外（仕様書）購入の支出について
326,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 蛍光灯撮影用バンクライト外購入の支出について
165,942

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 台付うどん湯煎器購入の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 「外国の遊び」にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 野菜、花の種・苗　外　購入の支出について
25,088
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 園外保育付き添い教職員の入館料（１１月７日）の支出について
700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 負担金、補助及交付金　会費 関西幼稚園連合会教育研究大会会費（１１月８日）の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 無線ＬＡＮルーター外４点購入の支出について
90,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 レーザーポインター　外　購入の支出について
60,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 マークシート処理ソフト　購入の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 レーザーポインター　外　購入の支出について
48,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 無線アクセスポイントの購入の支出について
395,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 全国英語教育研究団体連合会　全国大会参加費の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 第５３回　全国学校体育研究大会岐阜大会　参加費の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 特別支援教育講座参加費（１１／７）の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育講師謝礼金の支出について
11,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 単１マンガン乾電池外購入の支出について
38,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子」５２号購入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子（Ｎｏ、５２）」購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購読の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号　購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」第５２号購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バルブステムシール　購入の支出について
3,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 尿石除去剤外購入の支出について
46,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 抱き枕人形　購入の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」の購入にかかる経費の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根他６点の購入の支出について
21,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
70,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自在ほうき外購入の支出について
20,973

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子」購入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子」５２号購入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 収納ケース外購入の支出について
26,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フリージア球根外５点の購入の支出について
26,803

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 不織布外購入の支出について
74,594

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外３点　購入の支出について
95,013

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集　大阪の子「５２号」購入の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子（５２号）」号購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号　購入の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「大阪の子」購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷用マスター　外　購入の支出について
107,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号の購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯洗剤　外購入の支出について
32,173

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター購入の支出について
93,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 葉刈はさみ用ケース　外の支出について
40,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 定規　他購入の支出について
37,972
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石けん液外購入の支出について
65,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 栽培用土購入の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙　他購入の支出について
37,255

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タイヤの購入の支出について
24,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニス外購入の支出について
56,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙　他　購入の支出について
81,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 赤ちゃん人形　購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パンフレットケース購入の支出について
142,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作文文集「大阪の子」購入の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食器用洗剤外購入の支出について
13,863

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール購入の支出について
23,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　１７０ｇ　外購入の支出について
33,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」　購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「大阪の子」５２号購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子」の購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート他購入の支出について
69,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童文集「大阪の子」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子№５２」購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「大阪の子」５２号　購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 遮光カーテン他購入の支出について
385,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 れんらく袋外購入の支出について
79,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量紙粘土　外購入の支出について
120,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子」購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヒヤシンス球根他購入の支出について
3,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号の購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボビン外購入の支出について
11,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヒヤシンス球根外購入の支出について
22,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校社会　全１８巻ＤＶＤ　外　購入の支出について
239,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子」５２号の購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子」第５２号の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 金だわし他３点の購入の支出について
26,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジ外購入の支出について
73,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子」購入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外購入の支出について
21,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木かい他１点購入の支出について
34,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式生垣バリカン購入の支出について
30,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチックトレー　外　購入の支出について
52,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号の購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 綿棒　ほか購入の支出について
12,733

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子（№５２）」購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パンジー　他　購入の支出について
29,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 切込鋏　購入の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子（５２号）」購入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 足場　外　購入の支出について
51,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「社会のしんだんーまとめー」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
54,864
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液体粘土３００ｇ×９０個購入の支出について
22,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジ　他　購入の支出について
83,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童文集「大阪の子」　購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子」５２号購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食窯用蓋外１点　購入の支出について
66,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子」５２号購入の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇　外　購入の支出について
10,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集『大阪の子（№５２）』購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムユニット（レーザープリンタ部品）外　購入の支出について
70,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根ほかの支出について
19,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム手袋　外　購入の支出について
42,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド購入の支出について
196,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アダプター外の購入の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール消毒液他購入の支出について
66,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニス外の購入の支出について
94,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号　購入の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小型ガス湯沸かし器外購入の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館縦樋補修工事の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ７号階段１階　防火扉補修工事の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 南校舎３階教室（３２０）窓ガラス入替補修の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ５－１教室廊下側窓ガラス修理工事の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 長胴太鼓修理の支出について
16,479

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折り機修理の支出について
34,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
35,143

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管庫修理の支出について
46,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ビデオカメラ修理の支出について
29,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ドラムセット修理　外の支出について
51,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタル印刷機修理の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 直筒式顕微鏡修理の支出について
14,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
12,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理の支出について
39,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室固定釜・回転釜修理の支出について
32,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 リモコンマイク修理の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ジャングルジム補修の支出について
72,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送室扉錠取り替えの支出について
15,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 衣類乾燥機修理の支出について
20,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食厨房用空調機点検修理の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
6,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学参加児童交通費及び観覧料（１１／７）の支出について
11,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（１１／７）の支出について
12,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 自然体験学習にかかる参加児童交通費の支出について
48,384
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 全校オリエンテーリング参加児童交通費１１月７日の支出について
42,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ、冷蔵庫廃棄リサイクル手数料及び運搬料の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 平和学習にかかる参加児童交通費の支出について
25,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学に伴う交通費と観覧料（１１／７）の支出について
10,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外芸術鑑賞会１１／７にかかる参加児童交通費の支出について
16,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 芸術体験学習にかかる参加児童交通費（１１／７）の支出について
12,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 綿織り機運搬料（１１／６）の支出について
10,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる交通費及び観覧料（１１／７）の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動にかかる参加児童交通費及び観覧料の支出について
10,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年生こころの劇場鑑賞にかかる交通費　１１／７の支出について
14,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（１１／７）の支出について
6,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ、冷蔵庫廃棄リサイクル手数料及び運搬料の支出について
43,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　損害保険料 修学旅行付添指導員にかかる損害賠償保険料の支出について
200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検　業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検委託業務の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「影絵」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置　保守点検　業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検にかかる業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓ガラス清掃の委託の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ便器尿石除去洗浄業務委託の支出について
391,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「日本の伝統楽器」公演業務委託の支出について
280,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木薬剤散布業務委託の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 防虫作業業務委託の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検　業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「長靴をはいたねこ」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学に伴う交通費と観覧料（１１／７）の支出について
25,680
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験活動にかかる参加児童交通費及び観覧料の支出について
11,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学参加児童交通費及び観覧料（１１／７）の支出について
12,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる交通費及び観覧料（１１／７）の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 コルク掲示板付書架外購入の支出について
377,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 小学校社会　全１８巻ＤＶＤ　外　購入の支出について
48,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 レーザープリンタ　外購入の支出について
70,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大型プリンター　購入の支出について
270,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ジャンプ板購入の支出について
320,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おうちにいれちゃだめ」外購入の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「青い蓮」外購入の支出について
338,526

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「だいくとおにろく」外購入の支出について
259,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書用図書「宮西達也　絵本コレクション」他購入の支出について
337,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「のはらうた」外購入の支出について
51,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石特別教育（１２／１５分）受講料の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤講習受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱者講習受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業外安全教育受講料の支出について
39,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし特別教育受講料の支出について
10,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業特別教育受講料外の支出について
13,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機受講料の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱い作業講習受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジ購入の支出について
21,546

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラグビーボール　他購入の支出について
65,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水系顔料着色剤ほか購入の支出について
65,413

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色模造紙外購入の支出について
18,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ニス　他　購入の支出について
33,361

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 糸鋸刃　他購入の支出について
72,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ベルトサンダークリーナー外の購入の支出について
67,429

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外　購入の支出について
178,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手すき色和紙　ほか　購入の支出について
41,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 漢検用ドリル実力完成ドリルステージ６級他購入の支出について
111,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ネット巻ハンドル　他購入の支出について
100,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 オーブンレンジ　外　購入の支出について
26,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓外購入の支出について
55,558

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板購入の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 屋外用マット購入の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体温計　外　購入の支出について
39,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 運動場屋外スピーカーの取替購入の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色紙（単色）外の購入の支出について
92,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板購入の支出について
26,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター購入の支出について
58,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 平成２６年度　進路の手引き　印刷・製本の支出について
44,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 硝子入替補修の支出について
5,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室前廊下窓ガラス補修工事の支出について
7,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 消火ポンプ起動運転復旧工事の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスチューナー修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
29,376
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ウォータークーラー修理の支出について
6,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 テナーサックス他楽器修理の支出について
99,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加生徒交通費（１１／７）の支出について
110,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる生徒入場料、交通費（１１／７）の支出について
37,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
9,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 空調機機器診断の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 平成２６年度冷凍施設保安検査手数料の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託の支出について
22,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「地球まるごと」公演業務委託の支出について
400,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校庭除草作業業務委託の支出について
365,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習にかかる生徒入場料、交通費（１１／７）の支出について
171,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスアンプ購入の支出について
96,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「雪の結晶ノート」他購入の支出について
266,101

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書村上海賊の娘上外購入の支出について
318,327

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 全国中学校社会科教育研究大会参加費（１１／７）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別教育受講料の支出について
15,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業特別教育受講料外の支出について
13,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 コーナーフラッグ　購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ガスファンヒーター購入の支出について
17,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ラミネーター　購入の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バランスボール外購入の支出について
265,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 メモリー内臓ＣＤラジオ外購入の支出について
43,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 タイムタイマー外購入の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 液晶テレビ外購入の支出について
308,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 刈払機他購入の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 レターケース　購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 堆積観察水槽セット購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関姿見鏡ガラス入替工事の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎窓面台補修工事の支出について
82,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東校舎外部更衣室行給水管漏水修理の支出について
111,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 技術室外部排水管詰まり補修工事の支出について
436,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調機移設工事の支出について
134,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過排水管劣化漏水排管取替工事の支出について
969,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 地デジ放送補修工事の支出について
136,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自動火災報知設備受信機補修工事の支出について
693,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館保安灯取替工事の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 温水洗浄便座　購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 バランスボール外購入の支出について
73,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボールの購入の支出について
23,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 球根他　購入の支出について
26,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 ガス使用料（１０月分）　　　　　　　　　の支出について
542,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 ガスヒートポンプの修理の支出について
3,553

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 負担金、補助及交付金　会費 関西幼稚園連合会教育研究大会和歌山大会参加費の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 生活科におけるおもちゃ作り研修講師謝礼の支出について
9,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究授業にかかる講師謝礼金の支出について
22,300
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 生活科におけるおもちゃ作り研修講師謝礼の支出について
9,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレット端末ほか購入の支出について
353,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 マザーボード外購入の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 福祉教育ボランティア学習学会参加費（１１／８）の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 コピー使用料（９月分）　　　　　　　　　の支出について
7,989

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 特別支援教育研修会にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 なにわ伝統野菜についての指導にかかる講師謝礼金の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 研究授業・討議会にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年生そろばん指導（１０月）にかかる講師謝礼金の支出について
7,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習「盲導犬とのふれあい」の講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 盲導犬授業にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権実践授業にかかる講師謝礼（１０／２）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ピクチャーカード　外購入の支出について
254,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子（Ｎｏ．５２）」購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号の購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘着剤付マグネットシート外購入の支出について
27,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号　購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子」　購入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインカー　外　購入の支出について
183,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷蔵庫　購入の支出について
30,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フットサルゴールネット購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」　購入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（９月分）　　　　　　　　　の支出について
566,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーベスト　の購入の支出について
11,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器　外の購入の支出について
47,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号の購入の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」第５２号　購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号の購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーフェルト外購入の支出について
87,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集『大阪の子』５２号　購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ４切色画用紙外購入の支出について
76,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙８切　外　購入の支出について
215,879

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 感触ボール　外　購入の支出について
346,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　購入の支出について
7,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 支援学級用「きせつのかんたんおりがみ」外購入の支出について
75,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号　購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木琴外購入の支出について
90,126

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テスト用プリント（２学期）の購入の支出について
78,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外購入の支出について
17,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗外購入の支出について
24,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集　大阪の子　５２号　購入の支出について
1,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土６７個外購入の支出について
50,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップの球根外購入の支出について
27,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子」５２号　購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子Ｎｏ．５２」　購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
54,274

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書道半紙購入の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「大阪の子」５２号購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」第５２号の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヒヤシンス球根　外購入の支出について
17,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木製棚　購入の支出について
135,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根外購入の支出について
56,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用液体石鹸外購入の支出について
65,327

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子　５２号」購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンラケット他購入の支出について
7,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号　購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布薬　他　購入の支出について
14,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 幼児用絵視標他４点購入の支出について
27,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（９月分）　　　　　　　　　の支出について
1,613,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス移動台外購入の支出について
52,213

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー外購入の支出について
94,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子」購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
53,838

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め半紙・台紙他諸用紙及び採点ペン購入の支出について
37,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パルスオキシメータ　の購入にかかる経費の支出について
19,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス小型湯沸購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
653,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
1,214,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削用といし業務講習会受講料他の支出について
1,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「大阪の子」購入の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童文集「大阪の子」購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校理科ＤＶＤ外購入の支出について
93,367

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 栽培学習用種苗購入の支出について
14,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 抗菌ウレタンスポンジタワシ　外　購入の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（１０月分）　　　　　　　　　の支出について
42,269,671

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替の支出について
6,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ６年月組教引き戸窓ガラス入替補修工事の支出について
5,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 電気錠補修工事の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室給水管等補修工事の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館２階　普通教室窓ガラス入替工事請負の支出について
6,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス破損修理工事の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室前ドアガラス補修の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス取替工事の支出について
8,002

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機の修理の支出について
79,920
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折り機修理の支出について
44,593

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 管楽器（チューバ他）修理の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プロジェクター修理の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 厨房業務用冷凍冷蔵庫修理の支出について
7,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスケットゴール補修工事の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
9,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 スポットライト修理の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内インターホン補修工事の支出について
114,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
20,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内放送卓修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室消毒保管機修理の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 重量物の運搬業務委託の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学実施に伴う交通費（１１／１０）の支出について
26,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学に伴う交通費　３年生１１月１０日の支出について
16,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル手数料　外の支出について
540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル手数料　外の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「長靴をはいたねこ」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 演劇鑑賞会公演業務委託の支出について
250,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
75,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 講堂床ワックスかけ業務委託の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞会公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年修学旅行参加児童にかかる真珠取り出し体験料の支出について
192,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 放送室用ＣＤプレイヤー購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター台購入の支出について
168,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アンプ購入の支出について
128,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ことば遊びの王様」外購入の支出について
264,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「にじ・じいさん」外購入の支出について
112,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ヒックとドラゴン」他　購入の支出について
291,297

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「エルマーのぼうけん」他　購入の支出について
352,769

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「こわいドン」他購入の支出について
388,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「わがまま　おやすみ」外購入の支出について
267,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育（１１／１７）受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤講習受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業講習受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削用といし業務講習会受講料他の支出について
6,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽部指導にかかる講師謝礼金の支出について
11,400
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 空気入れ　外の購入にかかる支出について
20,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 職員室ガスヒーポン修理部品　購入の支出について
4,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掲示用クリアファイル外購入の支出について
60,887

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（９月分）　　　　　　　　　の支出について
1,130,443

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掲示用クリップ　外　購入の支出について
62,013

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス小型湯沸器購入の支出について
28,501

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー購入の支出について
24,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート外７点の購入の支出について
64,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バケツ型筆洗　他　購入の支出について
23,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木製舌圧子外購入の支出について
67,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ、他購入の支出について
99,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 文化祭用　サテン布　ほか　購入の支出について
24,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ修繕部品リビルトコンプレッサー外購入の支出について
111,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 食育用調理実習材料購入（１１／７）の支出について
6,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 「高校入学案内一覧」外購入の支出について
4,418

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニ雷管外購入の支出について
25,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 圧着ペンチ購入の支出について
12,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　外　購入の支出について
28,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路指導用冊子高校受験ガイドブック　外　購入の支出について
14,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　Ａ４　外購入の支出について
34,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（９月分）　　　　　　　　　の支出について
333,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館用ワックス購入の支出について
12,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙ほか購入の支出について
31,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター購入の支出について
31,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
656,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 弓のこ替刃ほか購入の支出について
68,169

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　外　購入の支出について
43,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙ほか　文化祭消耗品　購入の支出について
61,991

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハイハットスタンド購入の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 保健室用図書「きもち」外購入の支出について
3,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドボール外購入の支出について
93,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グリーンロード装飾にかかる養生テープの購入の支出について
13,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サンドペーパー他購入の支出について
8,031

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
561,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
38,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　外　購入の支出について
81,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール　他　購入の支出について
65,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テープカッター外購入の支出について
28,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（１０月分）　　　　　　　　　の支出について
18,434,149

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎南側の門扉補修工事の支出について
41,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール更衣室　鉄扉戸車交換工事の支出について
92,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １・２階男子トイレ小便器尿石除去作業の支出について
102,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
69,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート修理の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＣＤＭＤラジカセ修理の支出について
55,836
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
17,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 １年校外活動　参加生徒交通費（１１／１０）の支出について
29,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 段差解消機運搬の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 連合運動会の物品搬送にかかる支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木（さくら）の雑菌及び害虫駆除業務委託の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託にかかる経費の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「音楽鑑賞パーカッション」業務委託の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 「打打打団天鼓　和太鼓コンサート」公演の支出について
340,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 害虫駆除委託業務の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 植木剪定業務委託の支出について
182,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーソナルコンピュータ購入の支出について
146,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パイプテント購入の支出について
125,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ポプラディア大図鑑」外購入の支出について
334,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書『アイタイ』　外　購入の支出について
346,187

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「夏の朝」他購入の支出について
248,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ＧＯＳＩＣＫ」外　購入の支出について
212,401

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　購入の支出について
98,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「１４歳の世渡り術」　外　購入の支出について
298,929

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ビジネスプロモーション講義実施に伴う講師謝礼の支出について
15,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 第３回　国語科特別講義講師謝礼金の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（９月分）　　　　　　　　　の支出について
296,141

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ハサミ　他の購入の支出について
16,437

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ洗剤他清掃用品購入の支出について
66,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（９月分）　　　　　　　　　の支出について
237,933

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール袋　他の購入の支出について
10,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
65,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 図書室用図書「ポジティブの教科書」他購入の支出について
5,549

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入の支出について
98,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 外側マイクロメータ他購入の支出について
246,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 七宝絵具外購入の支出について
28,015

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
429,699

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 短冊（色紙）の購入経費の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛バッテリー購入の支出について
198,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 薬さじ　外の購入の支出について
26,503

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 胡粉他の購入についての支出について
6,447

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 理科年表外購入の支出について
12,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 事務用品の購入の支出について
69,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（１０月分）　　　　　　　　　の支出について
7,037,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 食堂シンク詰り修理の支出について
73,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
30,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 テナーサックス外楽器修理の支出について
35,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンタ修理の支出について
156,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　損害保険料 スポーツフェスタ参加者損害保険料の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 廃油の処理にかかる委託料の支出について
34,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
71,247

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機の保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 中型バス借上料の支出について
58,160
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 外側マイクロメータ他購入の支出について
101,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 集会用テントの購入の支出について
79,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ポジティブの教科書」他購入の支出について
35,239

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 ハイキュー！！１２他図書室用書籍購入経費の支出について
29,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 校内研修会にかかる講師謝礼の支出について
22,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 剪定鋸替刃　外　購入の支出について
10,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　他　購入の支出について
16,781

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　購入の支出について
25,758

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（９月分）　　　　　　　　　の支出について
96,307

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（９月分）　　　　　　　　　の支出について
70,501

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 布テープ他購入の支出について
31,345

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ドレッサー替刃　外　購入の支出について
20,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
79,822

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」　購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 はさみ　他　購入の支出について
38,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 輪ゴム　外　購入の支出について
75,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（１０月分）　　　　　　　　　の支出について
2,862,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機の修理の支出について
23,355

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機の修理の支出について
30,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 うずしおクルーズ咸臨丸付き添い職員乗船料の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「朝ごはんをつくろう！」他　購入の支出について
67,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 食品カード　外購入の支出について
45,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＤＶＤプレイヤー　外購入の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電動サンダーの購入の支出について
8,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カラーコーン　外　購入の支出について
54,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カーペット購入の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 フラッグフットボール　購入の支出について
54,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボール　外　購入の支出について
60,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 メインホール棟手洗い場給水管外漏水補修工事の支出について
197,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎接続部排水管補修工事の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 足洗場（保健室）シャワー配管取付工事の支出について
125,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館３・４階男子トイレサッシ窓補修工事の支出について
390,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プログラムタイマー修理工事の支出について
58,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室コードレス多機能電話機補修工事の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 フラッグポール設置工事の支出について
269,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 生徒会用ノートパソコン　購入の支出について
133,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 妊婦体験ジャケットモデル購入の支出について
74,131

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 「英語で遊ぼう」にかかる講師謝礼の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 四つ切カラーケント紙　他　購入の支出について
93,233

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
1,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
47,007

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 屋外用スピーカー修繕工事の支出について
234,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教育研究会第４ブロック研究部研修会用講師謝礼金の支出について
15,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
4,487

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
6,739

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 方眼模造紙　ほか　購入の支出について
38,167

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 養生テープ　購入の支出について
4,195
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 クリアホルダー　購入の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 花の苗の購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 土俵の保全に伴う珪砂購入（１１／１０）の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 大阪市小学校音楽交流会会場使用料（１１／１１）の支出について
226,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 子ども文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 子ども文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習（稲刈り）にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 全学年対象　図書「お話会」の為の講師謝礼金の支出について
3,341

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ふれあい学習（黒門市場）にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 マーチング指導の講師謝礼金の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習（稲刈り）にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる指導員謝礼金の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる指導員謝礼金の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 子ども文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校内研修（授業法）にかかる講師謝礼金の支出について
15,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる看護師謝礼金の支出について
26,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 衣類乾燥機購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
22,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体験授業に伴う鉢花購入（Ｈ２６年１１月１１日）の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
14,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体験学習にかかる実習材料購入（１１／１０）の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根・種購入の支出について
19,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
28,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集　「大阪の子」　５２号　の購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水仙　球根　　外　購入の支出について
46,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子５２号」購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トレーシングペーパー外購入の支出について
67,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇外購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館管理ソフト外購入の支出について
178,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石鹸液外購入の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ティーボール外　購入の支出について
33,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボール外購入の支出について
33,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷却シート外購入の支出について
13,763

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画版　外購入の支出について
133,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グラウンドライン　外購入の支出について
111,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
41,445

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
435,802

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
83,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス外購入の支出について
35,851

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集　「大阪の子」　購入の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手袋　外　購入の支出について
39,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」　購入の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外　購入の支出について
21,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸　外　購入の支出について
20,725



平成26年度（平成26年11月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンターインク　購入の支出について
47,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
53,343

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自然学習「おいもパーティー」材料費の支出について
3,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール書庫Ａ４版コンパクト下置き２段購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テグス外購入の支出について
17,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
42,471

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 工作紙外購入の支出について
34,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 つい立て購入の支出について
44,161

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
448,742

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
98,506

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 い草マット　ほか購入の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根、苗購入の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジ外の購入の支出について
186,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軍手　他購入の支出について
43,578

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童文集「大阪の子」購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書画連続展示具　他購入の支出について
31,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 廃トナーボックス外購入の支出について
23,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
1,093,421

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙外購入の支出について
64,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 衝立　購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外購入の支出について
106,773

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根外購入の支出について
10,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆外購入の支出について
14,067

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーマット　外の購入の支出について
268,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土他購入の支出について
38,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙他購入の支出について
187,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー不織布ロール購入の支出について
17,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ外購入の支出について
49,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 いちごの苗　外購入の支出について
124,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーモール　外購入の支出について
35,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 安全メガネ　外購入の支出について
6,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガムテープ外購入の支出について
121,471

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板　外　購入の支出について
43,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子」５２号購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 植木用バリカン　外購入の支出について
27,162

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木製しゃもじ　外１６点の購入の支出について
201,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画紙外　購入の支出について
36,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根　外購入の支出について
25,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
87,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 セラミック付金網　外購入の支出について
53,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てマスク　外購入の支出について
118,901

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キャリングケースＡ４判　購入の支出について
15,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フライ返し外購入の支出について
62,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール銅線　他購入の支出について
9,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード外購入の支出について
77,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根外購入の支出について
9,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
12,960
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校要覧１０００部印刷費の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校要覧印刷の支出について
98,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（１０月分）　　　　　　　　　の支出について
242,353

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替補修の支出について
9,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室窓ガラス割替工事の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 自動火災報知設備補修工事の支出について
54,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 インターホン本体　修理の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室焼物機修理の支出について
22,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機（リコーＢ４１１型）修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンタ修理の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 糸鋸　修理の支出について
52,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜点火不良修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 照明器具取替修理の支出について
24,678

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ２Ｐコンセント取替修理の支出について
3,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪市音楽交流会参加児童交通費（１１／１１）の支出について
29,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年生スポーツ交流会児童交通費（１１月１１日）の支出について
35,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 音楽交流会にかかる参加児童交通費（１１／１１）の支出について
37,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 音楽交流会にかかる参加児童交通費（１１／１１）の支出について
11,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年生社会見学児童分交通費の支出について
30,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年スポーツ交歓会参加児童交通費（１１／１１）の支出について
5,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学「大阪の文化」にかかる参加児童交通費の支出について
25,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 音楽科体験学習にかかる参加児童交通費の支出について
15,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪市音楽交流会児童交通費（１１／１１）の支出について
5,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 衣類乾燥機収集運搬料外の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年音楽交流会にかかる児童交通費（１１月１１日の支出について
18,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学外にかかる参加児童交通費（１１／１１）の支出について
19,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 スポーツ交歓会にかかる参加児童交通費１１／１１の支出について
14,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 スポーツ交歓会にかかる参加児童交通費の支出について
14,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 綿の道具運搬費（１１／１１・１１／１２）の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 音楽交流会にかかる参加児童交通費（１１／１１）の支出について
16,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 衣類乾燥機収集運搬料外の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 演劇「のらねこハイジ」公演　業務委託の支出について
280,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「ふしぎなかぎばあさん」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞　太鼓演奏　業務委託　の支出について
150,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 演劇「あおいとり外」公演業務委託の支出について
324,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検の委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木の剪定業務委託にかかる経費の支出について
387,901

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 人形劇鑑賞「あらしのよるに」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 キッザニア甲子園入場料の支出について
191,613

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットライト　購入の支出について
165,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 　ラック　購入の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 縄跳び練習台購入の支出について
106,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書（かいけつゾロリ）他の購入の支出について
308,281

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「アナと雪の女王」外　購入の支出について
115,147

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ごんぎつね」外購入の支出について
355,813

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ウルトラマン絵本」外購入の支出について
379,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ぶたたぬききつねねこ」外購入の支出について
17,003

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「西遊記」外購入の支出について
180,159

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業講習外受講料の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別教育　講習料の支出について
15,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機安全教育受講料の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別教育受講料の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石試運転取替講習　他　受講料の支出について
26,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育　刈払機取扱作業講習　外　受講料の支出について
39,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機　受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
128,606

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デスクアンダーラック　他　の購入の支出について
310,062

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラリネットリード外の購入の支出について
42,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 描画材料（コンテ）の購入の支出について
6,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
360,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 連続絵カード　外　購入の支出について
10,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レスキューベンチの購入の支出について
120,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり　購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 放電記録紙外購入の支出について
12,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 油性ペン他６点購入の支出について
48,911

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
197,683

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
384,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手芸用接着剤　外　購入の支出について
71,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり外購入の支出について
152,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 防球スタンドセット外の購入の支出について
36,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンター　外　購入の支出について
32,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キッチン用アルコール除菌スプレー外の支出について
40,751

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料　購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画仙紙　購入の支出について
6,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 漢検２６年度２級過去問題集他購入の支出について
9,035

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　購入の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「高校入学案内一覧」外購入の支出について
29,827

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用の土購入の支出について
4,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ購入の支出について
79,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路説明会資料印刷の支出について
81,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館２階　外　ガラス入替補修の支出について
46,229

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室床補修工事の支出について
61,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館階段補修工事の支出について
141,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 廊下シャッター設置工事の支出について
138,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
15,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ネオ箏修理の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育倉庫シャッター鍵修理の支出について
23,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
31,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館舞台袖幕補修の支出について
36,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 丁合機修理の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
24,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホルン　外　修理の支出について
99,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
9,666

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
10,152
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 和太鼓「打打打団　天鼓」公演業務委託の支出について
470,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞ミュージカル公演業務委託の支出について
340,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「詩のえほん」ほか　購入の支出について
95,479

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱者受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤特別教育　外　受講料の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 「観光概論講座」実施に伴う講師報償金の支出について
13,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 網戸購入にかかる経費の支出について
104,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電子ピアノ購入の支出について
39,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
35,942

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鋸替刃外購入の支出について
19,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
268,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 水銀ランプ購入の支出について
18,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
88,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 模擬実践書式「注文書」外購入の支出について
39,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用脱脂綿外　購入の支出について
32,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 情報処理検定試験に伴う受験料（１１／１０）の支出について
100,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 全商簿記実務検定受験に伴う受験料（１１／１０）の支出について
98,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「吐息雪色」他　購入の支出について
73,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 現場実習にかかる講師謝礼の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 バランスボール　購入の支出について
252,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
25,201

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　　　データコレクターキット　他の購入の支出について
79,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 多機能タイマー　外購入の支出について
255,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 加湿器購入の支出について
3,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ドラム練習用パッド購入の支出について
13,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボール　外　購入の支出について
52,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 破損ガラス補修の支出について
16,671

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 グラウンド体育倉庫シャッター補修工事の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南校舎１階便所汚水管通管清掃工事の支出について
89,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階電動防火シャッター修理工事の支出について
133,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 回転釜取替工事の支出について
384,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 　溶接実習室・扉補修の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 正門鉄扉補修工事の支出について
125,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールサイド補修工事の支出について
996,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トップライト補修工事の支出について
134,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 家庭科室水道給水バルブ取替工事の支出について
112,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館１階職員用トイレおよび体育館トイレ改装工事の支出について
475,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 調理室ガス管増設工事の支出について
142,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 Ａ０大型拡大カラープリンター　購入の支出について
313,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 アルミフットサルゴール購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ハンドタイマー　購入の支出について
42,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ガスオーブンレンジ　購入の支出について
185,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
8,618

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
4,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 クロス表紙　外（集約物品）購入の支出について
12,467

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大阪市小学校教育研究会社会部全体会講師謝礼の支出について
12,220
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援グループ研究の講師謝礼金の支出について
22,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援グループ研究の講師謝礼金の支出について
20,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国語科における協働的な学びの研修講師謝礼の支出について
32,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ピアサポート授業参観及指導助言にかかる講師謝礼の支出について
20,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大阪市小学校教育研究会社会部全大会講師謝礼の支出について
15,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 家庭科授業研究会講師謝礼の支出について
13,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 クラブ活動授業研究にかかる講師謝礼金の支出について
13,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大阪市小学校教育研究会社会部授業研究会講師謝礼の支出について
16,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 フットスイッチ　購入の支出について
2,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
1,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレットＰＣ用保護シート　外（仕様書）購入の支出について
62,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 　米松　他の購入の支出について
160,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 タブレットＰＣ用保護シート　外（仕様書）購入の支出について
736,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 道徳教育（人権教育）にかかる講師謝礼金の支出について
10,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 車椅子体験にかかる講師謝礼金の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 修学旅行・自然体験学習付添にかかる指導員謝礼の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年修学旅行における講師謝礼金の支出について
15,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国・朝鮮の文化体験学習　講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 修学旅行・自然体験学習付添にかかる指導員謝礼の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 在日外国人教育の講師謝礼の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 在日外国人教育の講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 修学旅行・自然体験学習付添用看護師謝礼の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国・朝鮮の文化体験学習　講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 道徳教育（人権教育）にかかる講師謝礼金の支出について
10,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 在日外国人教育の講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 在日外国人教育の講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 在日外国人教育の講師謝礼の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語科の作文指導用文集「大阪の子」購入の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号　購入の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号の購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」第５２号購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集『大阪の子』５２号　購入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号の購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号　購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子」５２号購入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集　大阪の子購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子」購入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「大阪の子」５２号購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　外購入の支出について
52,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号の購入の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 桔梗の苗購入の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」第５２号購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 業務用殺虫剤　購入の支出について
157,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」第５２号購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号　購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
10,368
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号　購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子№５２」購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子」５２号の購入の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手型寒天培地購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「大阪の子」５２号の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子（ＮＯ．５２）」購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 　文集「大阪の子」　購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子」平成２６年度版購入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子（Ｎｏ．５２）」購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」の購入の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」の購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
484,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号　購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クロス表紙　外（集約物品）購入の支出について
105,861

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「大阪の子」５２号購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集　大阪の子（５２号）購入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号８冊購入の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
292,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体験授業に伴う鉢花購入（Ｈ２６年１１月１１日）の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 配膳台　外（集約物品）購入の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集　「大阪の子」の購入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号　購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パンジー苗　他購入の支出について
35,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヒヤシンスの球根　外　購入の支出について
15,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子第５２号（２０１４年度版）」購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生垣バリカン購入の支出について
29,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子　５２号」購入の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「大阪の子」第５２号購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「大阪の子」５２号購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号　購入の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料　他購入の支出について
29,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日新聞購読料（４～９月分）の支出について
24,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め用紙　外購入の支出について
17,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」　購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号　購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」　購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌食育フォーラム購読料（４～９月分）の支出について
5,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「大阪の子」５２号購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グレーチングほかの購入の支出について
180,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号の購入の支出について
2,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ（球根）ほか　購入の支出について
62,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 跳び箱　外（集約物品）購入の支出について
103,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
27,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室網戸張替工事の支出について
45,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 中学部１年教室ガラス補修工事外の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 音楽室録音設備補修工事の支出について
146,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室照明器具スイッチ補修の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館緞帳電動装置補修工事の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 受水槽給水定水位弁分解整備の支出について
32,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館ガラス補修工事の支出について
35,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室食器洗浄機ブレーカー補修工事の支出について
39,927

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 放送室放送設備補修工事の支出について
104,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室外部排水管詰り修理の支出について
44,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １年２組　教室ガラス入替工事の支出について
8,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラスの補修の支出について
12,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
3,531

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室、窓ガラス補修の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂電球取替工事の支出について
66,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転釜の修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
17,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食調理室用冷蔵庫修理の支出について
32,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫温度計交換修理請負の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送室調整卓及び多目的室スピーカー修理の支出について
122,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外体験学習に係る参加児童交通費（１１月１２日の支出について
39,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 １１月１２日スポーツ交歓会参加児童交通費の支出について
20,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習の参加児童交通費・観覧料１１／１２の支出について
9,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる交通費（１１／１２）の支出について
9,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検（業務委託）の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検　業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託にかかる支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高木の伐採業務委託の支出について
442,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託経費の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 移動博物館車「ゆめはく」実施（１回目）業務委託の支出について
50,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「チュモニの会」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞会公演業務委託の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検　業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 綿の体験学習にかかる道具使用料（１１／１２）の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 保育園幼稚園小学校連携にかかる積み木レンタル料の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習の参加児童交通費・観覧料１１／１２の支出について
21,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 展示パネル　購入の支出について
307,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「スマーフ」他購入の支出について
312,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 管理作業員振動工具・丸のこ講習会参加費の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤外特別教育講習会参加費の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 安全教育（１１／１９）受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ２年生平和学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽部指導にかかる講師謝礼の支出について
11,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ２年生平和学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽部指導にかかる講師謝礼の支出について
11,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 遅刻不登校対策委員会指導助言にかかる講師謝礼金の支出について
7,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ２年生平和学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ２年生平和学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸バサミ外購入の支出について
6,192
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
151,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クロス表紙　外（集約物品）購入の支出について
477,227

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
238,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスマット外購入の支出について
46,106

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 折りたたみコンテナ購入の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
17,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館舞台中幕金具補修工事の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 技術室引違戸ガラス補修工事の支出について
31,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス破損入替工事の支出について
9,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館１階　特別支援教室　他　照明器具補修の支出について
92,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 作業室網入り窓ガラス入替え補修の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替えの支出について
17,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館引割ネットフェンス外補修工事の支出について
145,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 正門玄関電気錠開錠釦配線補修　工事の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 丁合機　修理の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バレーボールネット修理の支出について
18,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 １年校外学習にかかる参加生徒交通費の支出について
94,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 跳び箱　外（集約物品）購入の支出について
89,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「願いながら、祈りながら」外　購入の支出について
355,571

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
43,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電線　他の購入の支出について
128,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クロス表紙　外（集約物品）購入の支出について
29,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ　外（仕様書）購入の支出について
317,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 墨液の購入の支出について
7,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 塗り薬ほか４点購入の支出について
16,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 料紙半紙　外の購入の支出について
34,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 南館２階普通教室（３－５）照明補修工事の支出について
17,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 衣類乾燥機修理の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 物品輸送にかかる経費（１１／１２）の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 簿記実務検定受験に伴う受験料（１１／１１）の支出について
61,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「続・終物語」　他の購入の支出について
52,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
71,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 大会参加費・資料代の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
17,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 クロス表紙　外（集約物品）購入の支出について
39,247

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジたわし　外　購入の支出について
10,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機　修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗濯機　修理の支出について
12,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室スイッチ取替修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 ノートパソコンリカバリ作業　手数料の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大会参加費・資料代の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 跳び箱　外（集約物品）購入の支出について
130,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ギター購入の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 配膳台　外（集約物品）購入の支出について
181,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 大玉　外　購入の支出について
41,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 チェックライター購入の支出について
20,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎ガス漏れに伴う配管改修ガス設備工事の支出について
414,720
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 正面玄関出入口スロープ床補修工事の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 シャッター取替補修工事の支出について
286,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館緞帳昇降設備補修工事の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場スピーカー及び配線補修工事の支出について
114,739

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ブランコ支柱撤去及び一輪車練習台移設の支出について
321,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 グランドパッキン取替他修繕工事の支出について
79,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 火災報知器断線補修工事の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防火扉補修工事の支出について
28,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室給水排水補修工事の請負の支出について
59,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取替修理の支出について
57,477

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場マンホール埋設工事の支出について
247,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 既設空洞穴埋戻し工事の支出について
89,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス補修の支出について
24,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール前土間補修工事の支出について
248,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 オートロック付鉄扉補修工事の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 アコーディオンドア設置工事の支出について
175,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 大玉　外　購入の支出について
123,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 跳び箱　外（集約物品）購入の支出について
127,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 配膳台　外（集約物品）購入の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 拡声器の購入の支出について
64,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 お茶ごっこにかかる講師謝礼金（１０／２０）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 校長経営戦略予算（異文化交流）にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 「外国の遊び」にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 日めくりカレンダーセット購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 両面テープ他　購入の支出について
8,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プリンタートナー　購入の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 絵の具　他の購入の支出について
40,694

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 大型絵本「からすのパンやさん」外２８件購入の支出について
62,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 カラー不織布　外９件　購入の支出について
35,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 園児用遊具　購入の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 玉入れ台（紅白セット）の購入の支出について
39,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 栽培用土外購入の支出について
30,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 ピアノ（スタンウェイ）修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 飼育ウサギ治療代の支出について
17,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 造形の会絵の具使用料（１１／１３）の支出について
37,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 支援部事例検討会　講師謝礼の支出について
19,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 オーボエ　外（仕様書）購入の支出について
320,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 全国小学校道徳教育研究大会岐阜大会参加資料代の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 第５０回全国小学校道徳教育研究大会参加費の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 教育研究全国大会参加費（１１／１３）の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 １０月分実習講師謝礼の支出について
17,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根　チューリップ外　購入の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アーク溶接特別教育受講料（１２／３，４，７）外の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップの球根　他購入の支出について
15,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー外購入の支出について
23,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性つや消し塗料外購入の支出について
69,201

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苦土石灰購入の支出について
1,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」購入の支出について
18,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作品展示用ホルダー　他　購入の支出について
40,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習用図書「言葉図鑑」外購入の支出について
17,167

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子」　購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書き方カード外購入の支出について
33,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットカートリッジ購入の支出について
55,609

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号の購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷却シート　外　購入の支出について
78,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号の購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号の購入の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 集「大阪の子」　購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
56,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
65,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「大阪の子」５２号　購入の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用縫い方セット外購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「大阪の子」５２号購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書　国語１年下　外購入の支出について
20,478

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ他購入の支出について
51,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外　購入の支出について
8,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 つや出しニス　外　購入の支出について
119,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外　購入の支出について
29,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂製屑入外購入の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援学級指導用絵本　購入の支出について
91,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他購入の支出について
72,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 身長計の購入の支出について
49,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根外購入の支出について
10,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塩化ベンザルコニウム　外　購入の支出について
12,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「大阪の子」　購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　他購入の支出について
79,519

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号　購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童文集「大阪の子」　購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コハクリボン　外購入の支出について
52,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子　５２号」購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号の購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号　購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」の購入の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外　購入の支出について
72,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」購入の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカの購入の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 集「大阪の子」５２号　購入　の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子」購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タオルふきん外購入の支出について
28,647

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作文集「大阪の子」５２号　購入の支出について
13,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子　№５２」購入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘアドライヤー　外　購入の支出について
133,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」の購入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号２冊購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食器スポンジ他購入の支出について
93,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　購入の支出について
62,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文学集冊子「大阪の子」購入の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テプラテープカートリッジ他購入の支出について
347,149

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 泡立器　外購入の支出について
32,881

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 音楽用　楽譜　外　購入の支出について
13,455

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯みがき指導用人形外の購入の支出について
51,557

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」　購入の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙購入の支出について
98,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子」５２号購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
142,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーテーション用安定脚　購入の支出について
7,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ごはんバット外購入の支出について
93,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童冊子　「大阪の子」　購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」　購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教材　算数が苦手な子供への個別支援プリント購入の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 額縁　外　購入の支出について
269,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」　購入の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集『大阪の子』の購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土購入の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子」購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知器　外　購入の支出について
31,578

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーランク　購入の支出について
73,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 視力調査表購入の支出について
9,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キッチンワゴン他購入の支出について
131,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　４切　外　購入の支出について
85,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土外購入の支出について
137,627

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デザインペーパーほか２点購入の支出について
41,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 駒込ピペット　外　購入の支出について
41,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集『大阪の子』購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール　ほかの購入の支出について
77,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子（№５２）」購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子５２号」購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク他の購入の支出について
71,863

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め台紙外の購入の支出について
20,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根外購入の支出について
35,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ねんど外の購入の支出について
87,469

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 航空写真　撮影料の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３階図工室ガラス補修工事の支出について
6,300
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
18,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス破損補修工事の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ４年学習室窓ガラス入替工事の支出について
3,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
3,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室衛生害虫防除施工工事の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 衣類乾燥機の修理の支出について
27,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 野菜裁断機円盤刃取替修理の支出について
25,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 立奏木琴外修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
48,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室温水ボイラー修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードプロセッサー修理の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 移動式バスケット台修理の支出について
116,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理業務の支出について
152,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ティンパニー他　修理の支出について
36,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシンの修理の支出について
27,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習参加児童交通費（１１／１３）の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費１１月１３日の支出について
14,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習４年にかかる参加児童の交通費の支出について
1,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる児童交通費（１１／１３）の支出について
15,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる参加児童の交通費の支出について
7,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（１１／１３の支出について
12,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
34,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習４年にかかる参加児童の交通費の支出について
46,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 日本語検定　検定料の支出について
132,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 防虫作業の業務委託の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 楽劇鑑賞アンニョンフェスタコリアマダン　委託料の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎トイレ便器尿石除去業務委託の支出について
128,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
49,913

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール濾過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞会「倭太鼓」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 劇鑑賞「西遊記」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓清掃業務委託の支出について
43,911

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 エアコン借入契約の支出について
107,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年社会見学にかかる参加児童の入館料の支出について
7,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 砂場用シート購入の支出について
58,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「にじ・じいさん」他購入の支出について
21,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書かがやけ・詩他購入の支出について
363,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 学習用図書「言葉図鑑」外購入の支出について
317,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「にじ・じいさん」外の購入の支出について
84,387

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
63,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「あいうえおうさま」外購入の支出について
367,499

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　火の鳥　外購入の支出について
94,157

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別教育受講料（１２／３，４，７）外の支出について
10,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 丸ノコ盤取扱講習他管理作業員特別教育受講料の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 丸型水槽　ほか　購入の支出について
64,042

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 布描きくれよん他購入の支出について
70,173

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 連結クリップ　外　購入の支出について
17,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パンジー　苗　外　購入の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
54,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コールドスプレー外購入の支出について
17,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセット購入の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手芸用接着剤外購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テーピングテープ　外　購入の支出について
33,923

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 のこぎり外購入の支出について
143,453

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　他　購入の支出について
54,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　外　購入の支出について
90,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 回転椅子　購入の支出について
56,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷却剤外購入の支出について
22,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター購入の支出について
137,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 三脚　他　購入の支出について
20,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除藻剤　購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用インクの購入の支出について
14,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用ガス購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 筆ペン　購入の支出について
35,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール　購入の支出について
45,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 オーディオＣＤプレーヤー購入の支出について
34,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クエン酸　他６点　購入の支出について
18,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドレーキ兼用他　６点購入の支出について
82,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テレビ購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 糸切りはさみ外購入の支出について
8,634

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　外の購入の支出について
82,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙、外購入の支出について
61,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引き　印刷の支出について
89,910
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス　入替工事の支出について
29,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 黒板改修工事の支出について
993,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 硝子補修工事の支出について
38,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 尿石除去工事の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット　他　楽器修理の支出について
35,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスクラリネット修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 サッカーゴールポスト修理の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 湯沸器修理外の支出について
8,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 オーボエ外　修理の支出について
98,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 １年校外学習にかかる参加生徒交通費　１１／１３の支出について
45,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる生徒交通費（１１／１３）の支出について
160,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 人権教育学習（１年生）生徒交通費及び入館料の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年生大阪体験学習にかかる生徒交通費の支出について
53,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ廃棄処理手数料等の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 テレビ廃棄処理手数料等の支出について
37,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 湯沸器修理外の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 排水管及び側溝清掃作業業務委託の支出について
356,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞ＳＯＵＬＭＡＴＩＣＳ公演業務委託の支出について
500,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 人権教育学習（１年生）生徒交通費及び入館料の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 光電管購入の支出について
359,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 三脚　他　購入の支出について
74,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マグネットスクリーン　外の購入の支出について
185,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オーボエ　外（仕様書）購入の支出について
1,326,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マグネットスクリーン他の購入の支出について
396,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 室用図書「絵で見てわかるはじめての漢文」購入の支出について
9,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業講習受講料　外の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤特別教育受講料　外の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱者特別講習　受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ他の購入の支出について
33,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シナ合板他購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ用替スポンジ他購入の支出について
22,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
75,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 雑巾他の購入経費の支出について
59,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスタンド　他の購入の支出について
90,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインドの購入の支出について
187,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 学習ソフト「スタディエイド物理入試」外購入の支出について
22,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 南館４階普通教室（１－６）照明補修工事の支出について
17,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 食堂内水栓取替工事の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 電動裁断機の刃研磨の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 図書館蔵書管理ソフト改修手数料の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
142,578

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 水性サインペン　外　購入の支出について
129,987

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 空調機の部品修理の支出について
25,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 生徒緊急搬送にかかるタクシー代の支出について
4,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行にかかる付添職員入場料（１１／１２）の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ビーカー　他購入の支出について
57,067
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教師用時計模型　外購入の支出について
150,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 芝生用肥料　外　購入の支出について
52,626

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 彫刻刀　他　購入の支出について
22,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 磁石式展開式線の立体模型外の購入の支出について
38,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケットボール　購入の支出について
59,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 絵画作品展示用ハンガー購入の支出について
32,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボール　購入の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サッカーボール外購入の支出について
37,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ドッジボール外購入の支出について
34,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＩＣレコーダー　外購入の支出について
51,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ラグビーボール購入の支出について
19,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラスの入替補修の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内ＬＡＮ工事（放送室・多目的室）の支出について
228,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 陶芸室屋根・天井・庇補修工事の支出について
227,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調室外機　修理工事の支出について
343,321

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防火扉止金式ヒューズ取替工事の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 冷蔵庫置場屋根補修工事の支出について
94,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 充電式ドライバーの購入経費の支出について
26,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 シュレッダーの購入経費の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 ワイヤレスマイク・チューナー設置工事の支出について
99,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 ラミネーター修理の支出について
15,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プロジェクター、他購入の支出について
48,103

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタル教科書（理科）　他　の購入の支出について
114,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ボールかご外購入の支出について
90,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 天体望遠鏡１台購入の支出について
136,242

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター、他購入の支出について
141,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 第２２回大阪府生活総合研究大会参加費１１／１４の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 第２２回大阪府生活総合研究大会参加費１１／１４の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 中国・四国音楽教育研究大会　愛媛大会　参加費の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校活性化推進事業　英語学習講師謝礼の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校活性化推進事業　英語学習講師謝礼の支出について
27,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掲示板９０×１８０ｃｍ程度８枚購入の支出について
133,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板　他購入の支出について
28,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食塩　他購入の支出について
35,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス金網　他購入の支出について
329,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サーモテープ外購入の支出について
17,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 有機溶剤業務従事者安全教育受講料（１１／１４）の支出について
864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外の購入の支出について
17,371

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号　購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
34,117

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 算数おもしろ大辞典ＩＱ　増補改訂版購入の支出について
254,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ピーラー　他　購入の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸鋏ケース　他購入の支出について
58,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木介ほか購入の支出について
82,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土の購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
61,011

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
46,267

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作品展示ホルダー外の購入の支出について
26,073
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
68,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色ケント紙外購入の支出について
61,569

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
226,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量紙粘土　他　購入の支出について
64,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用カラーベニヤ板他購入の支出について
95,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ろ紙　外　購入の支出について
91,266

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　４切　他購入の支出について
228,734

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習用苗購入（１１／１４）の支出について
1,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット型端末保護ケース他　購入の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤外の購入の支出について
48,345

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 太枝切鋏　他７点購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テント　外　購入の支出について
364,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削用といし業務特別教育受講料　外の支出について
1,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック　外　購入の支出について
129,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アブラナ種外の購入の支出について
82,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
56,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
133,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土購入の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削用といし業務特教　講習テキスト料の支出について
1,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
21,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根　外購入の支出について
11,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ　外　購入の支出について
44,739

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用女子更衣室カーテン他　購入の支出について
54,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテンの購入の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 電気錠　補修の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス取替補修工事の支出について
9,882

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎窓ガラス破損入替補修の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館３Ｆ身障者用大便器詰り改修工事の支出について
18,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
2,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ水漏れの修理の支出について
38,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
4,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室換気扇制御盤スイッチ修理工事の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北校舎１階男子トイレフラッシュ弁修繕工事の支出について
19,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
33,717

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサ修理の支出について
28,263

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 パソコン教室プリンター修理の支出について
29,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室焼物機修理の支出について
160,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機補修の支出について
28,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学にかかる交通費（１１／１４）の支出について
14,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動にかかる参加児童交通費（１１／１４）の支出について
4,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年生社会見学の参加児童交通費（１１／１４）の支出について
23,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓清掃業務委託の支出について
48,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール濾過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「アラジンと魔法のランプ」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去・研磨作業委託の支出について
126,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テレビ（仕様書）購入の支出について
497,578
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ガスパワー耕うん機の購入の支出について
107,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「妖怪伝説大百科」外購入の支出について
59,103

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「パンダ銭湯」外購入の支出について
203,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「にじ・じいさん」外購入の支出について
10,677

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 有機溶剤業務従事者安全教育受講料（１１／１４）の支出について
9,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削用といし業務特教　講習テキスト料の支出について
6,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 安全教育（１２／１０）受講料の支出について
15,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削用といし業務特別教育受講料　外の支出について
6,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アーク溶接作業特別教育受講料の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ロジンバッグ外　購入の支出について
31,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 はさみ外１９点の購入の支出について
167,017

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用防藻剤　購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テント購入の支出について
6,993

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボードマーカー外の購入の支出について
20,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 剪定用　鋸　替刃　外購入の支出について
7,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スポーツタイマー電源コード　購入の支出について
3,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 茶道体験にかかる抹茶外購入（１１／１３）の支出について
12,498

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
26,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
95,871

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
336,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 彫刻刀　他購入の支出について
130,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 白模造紙外購入の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ネックストラップ名札外購入の支出について
52,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
656,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジ　外購入の支出について
22,777

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 茶道体験にかかる生菓子購入（１１／１４）の支出について
27,702

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール他購入の支出について
65,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 「進路の手引き（第２集）」外印刷の支出について
36,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（１０月分）　　　　　　　　　の支出について
243

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 格技室窓ガラス（網入）　取替の支出について
24,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館２階教室　戸車取替工事の支出について
23,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 公務用ノートパソコン液晶修理の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年大阪体験学習参加生徒交通費（１１／１４）の支出について
70,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加生徒交通費の支出について
160,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 体育大会用品運搬の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年生秋の遠足にかかるエンジョイエコカード購入の支出について
142,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加生徒交通費（１１／１４）の支出について
144,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定検定料の支出について
282,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定　検定料の支出について
961,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞会「ダンスでＧｏ！！」公演業務委託の支出について
350,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞「アカペラ」公演業務委託の支出について
436,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 演劇鑑賞　マイムパフォーマンス　実施　業務委託の支出について
450,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習にかかる付添職員入園料の支出について
2,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 秋の遠足にかかる入山料及びレンタサイクル料の支出について
2,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習に伴う付添職員施設利用料（１１／１４）の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ドミノ」外購入の支出について
359,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育講習会費（特定粉塵作業外）の支出について
26,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接作業特別教育受講料の支出について
10,920
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 校園名入り封筒の製造　他の支出について
23,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ノートパソコン外購入の支出について
128,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
20,466

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
5,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 大学入試過去問題集購入の支出について
41,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
5,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「日本国勢図会」他　購入の支出について
23,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
156,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 模試解説講義ＤＶＤ購入の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴキブリ用トラップ他購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機の購入の支出について
48,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 校園名入り封筒の製造　他の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ライティングレール他照明器具等取替工事の支出について
139,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室破損ガラス入替作業請負経費の支出について
10,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２号門扉レール補修工事の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ７階プール倉庫のガラス交換の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ４号館ＰＤ科造形実習室扉鍵補修工事の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「職人学」他購入の支出について
58,433

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 丸のこ盤修理の支出について
20,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 トンボ　購入の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ購入の支出について
44,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 歯磨き模型の購入の支出について
53,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 振り子実験器購入の支出について
187,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオカセット購入の支出について
78,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 長靴購入の支出について
7,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 埋設消火管漏水修理工事の支出について
83,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室回転釜取替工事の支出について
384,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階ミーティングルーム窓ガラス入替工事の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 機械室屋上防水補修工事の支出について
158,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 テレビ（仕様書）購入の支出について
497,577

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 診察台　購入の支出について
93,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
7,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
6,166

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 エアコンの修理の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 　左官技能講習会　講師謝礼の支出について
34,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 生活科授業研究会講師謝礼金の支出について
14,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 校内研修会に係る講師謝礼の支出について
25,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 総合的な学習授業研究会にかかる講師謝礼金の支出について
14,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 生活指導協議会にかかる講師謝礼金の支出について
11,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 　左官技能講習会　講師謝礼の支出について
34,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 １０月２７日　研究授業指導講師謝礼の支出について
19,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 近畿中学校道徳教育研究大会参加に伴う参加費外の支出について
1,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 近畿中学校道徳教育研究大会参加に伴う参加費外の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 全幼研経営研修会石川大会参加会費（１１／１５）の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習における指導員謝礼の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育課程内実践（２年）にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 特別支援教育の指導にかかる講師謝礼の支出について
10,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習における看護師謝礼の支出について
26,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族体験学習（１０／２１）にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 修学旅行にかかる指導員謝礼金の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 テコンド講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 子ども文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育課程内実践（６年）にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 授業研究・研究討議会講師謝礼の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育課程内実践（４年）にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 土曜授業における教育活動支援員への報償費の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 盲導犬にかかる講師謝礼の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略予算　生活体験学習にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育課程内実践（３年）にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習「脱穀」の講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活科授業研究会講師謝礼金の支出について
14,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 クラブ活動（三味線）にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科研究授業（１０／２２）にかかる講師謝礼の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 修学旅行にかかる指導員謝礼金の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育指導にかかる講師謝礼金（１０／２３の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習における指導員謝礼の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 テコンド講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 修学旅行にかかる看護師謝礼（１０／１６～１７）の支出について
26,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習「いのちのふれあい授業」の支出について
11,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 食育活動「こつまなんきん」にかかる講師料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 子ども文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科特別授業にかかる講師謝礼の支出について
7,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
125,803

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アーク溶接作業特別教育受講料外の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キャリア教育　パン作り（１１／１６）材料購入の支出について
2,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号１１冊購入の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」第５２号購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
22,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板ほか　購入の支出について
61,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 記号ラベル　外購入の支出について
14,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤外購入の支出について
22,202

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 超軽量紙粘土購入の支出について
14,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 つやだしニス外購入の支出について
35,886

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」の購入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集大阪の子　購入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルプリンター用カートリッジ外購入の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール外購入の支出について
58,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
117,513

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 韓服（花冠舞用）購入の支出について
245,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
6,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 再生色画用紙外購入の支出について
165,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 透明アクリル板　購入の支出について
31,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」購入の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ子どもが夢中で手を挙げる算数の授業他購入の支出について
217,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童文集「大阪の子」の購入の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 固形石けん　購入の支出について
9,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 超軽量紙粘土購入の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根購入の支出について
12,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調機修理用部品の購入の支出について
156,654

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　外　購入の支出について
11,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフト平均台　外　購入の支出について
67,446

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用除藻剤購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色付蒸発皿　外　購入の支出について
98,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「大阪の子」の購入の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
50,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」　購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カードケース　外購入の支出について
50,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 超軽量粘土　外購入の支出について
96,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日新聞　購読料（７月～９月）の支出について
12,111

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 しゃく他購入の支出について
17,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子５２号」購入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「大阪の子」第５２号購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ネット包帯外購入の支出について
11,437

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子№５２」購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪児童文集「大阪の子ＮＯ５２」購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」の購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」第５２号　購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号　購入の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根購入の支出について
3,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子」№５２号　購入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集　大阪の子　５２号　購入の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導図書力をのばす日本語ドリル　購入の支出について
19,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他購入の支出について
348,639

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホテルパン　他購入の支出について
191,138

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーポリ袋外購入の支出について
41,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子」５２号　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号　購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーしな合板購入の支出について
9,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子（５２号）」購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」　購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
239,118

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号　購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー布ガムテープ他購入の支出について
43,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集「大阪の子（ＮＯ．５２）」購入の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「大阪の子」５２号の購入の支出について
10,000



平成26年度（平成26年11月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子５２号」購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー他購入の支出について
100,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外購入の支出について
59,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
111,003

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リトマス試験紙（青）外　購入の支出について
83,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板ほか管理作業用材料、用具の購入の支出について
143,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市児童文集購入の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ他購入の支出について
98,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッチボール他購入の支出について
45,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」（Ｎｏ．５２）　購入の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸底フラスコ　外購入の支出について
49,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」購入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 試験管洗い他購入の支出について
93,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラワンベニヤ外　購入の支出について
56,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「大阪の子　５２号」購入の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラミネーター他購入の支出について
57,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消しゴム　他購入の支出について
47,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「大阪の子」５２号の購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学園学習室ガスヒーポン修理部品の購入の支出について
11,707

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アーク溶接作業特別教育講習会テキスト代購入外の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タオルふきん外購入の支出について
5,119

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 周年行事盛花の購入の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 染色造形紙　外　購入の支出について
239,279

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高跳び用竹バー　外１点の購入の支出について
30,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外　購入の支出について
20,217

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
74,002

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」　購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーチャレンジゴール外購入の支出について
40,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援教室用図書「こころのふしぎ」外購入の支出について
12,753

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集　「大阪の子」購入の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤外購入の支出について
18,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集　大阪の子　５２号購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」　購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「大阪の子」５２号購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号　購入の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号の購入の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」購入の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋　外購入の支出について
4,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」購入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根購入の支出について
8,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集　大阪の子　第５２号（平成２６年度版）購入の支出について
6,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　外購入の支出について
60,102

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子５２号」　購入の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」　購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）印刷の支出について
42,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室扇風機取付補修工事の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館２階２年２組教室廊下側窓ガラス入替えの支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 光電式スポット型感知器外交換修理の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内破損ガラス入替補修の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修の支出について
4,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 学習園改修工事の支出について
428,166

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 重量シャッター　修理の支出について
172,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
15,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 事務用ノートＰＣおよびデスクトップＰＣの修理の支出について
48,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プロジェクター修理の支出について
46,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
38,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 職員室電話器修理の支出について
31,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ブラインド修理の支出について
17,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送設備（卓上調整卓）点検改修工事の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 照明器具修理の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機リサイクル回収運搬費の支出について
540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪探検にかかる児童交通費（１１／１７）の支出について
15,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童交通費　外（１１／１７）の支出について
16,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪歴史体験学習　参加児童交通費１１月１７日の支出について
14,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機外家電リサイクル処分及び運搬料の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年社会見学にかかる参加児童交通費（１１／１７の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 裁断機刃研ぎの支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機外家電リサイクル処分及び運搬料の支出について
24,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機リサイクル回収運搬費の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「影絵劇」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 　プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置点検業務委託の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 かぐや姫影絵劇業務委託の支出について
240,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 移動博物館車「ゆめはく」実施（２回目）業務委託の支出について
50,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール濾過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール濾過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検　業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託のの支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール濾過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検　業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検　業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小学校合同音楽鑑賞会鑑賞費の支出について
29,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる児童交通費　外（１１／１７）の支出について
24,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ソフト平均台　外　購入の支出について
204,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 記号ラベル　外購入の支出について
67,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「 新版日本の地理」外購入の支出について
191,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「東日本大震災を忘れない」他購入の支出について
23,041

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「スポーツなんでも事典」外購入の支出について
397,626

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ぶたのたね」外購入の支出について
125,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書にじじいさん外購入の支出について
31,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育（アーク溶接）　受講料の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機等取扱講習　受講料の支出について
13,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接作業特別教育講習会テキスト代購入外の支出について
10,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー講習会受講料の支出について
14,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接作業特別教育受講料外の支出について
10,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業講習受講料の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 安全教育（１２／１８）受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 管理作業員特別講習受講料（研削砥石取扱）の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハロゲンランプ　外購入の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホールモップ　他購入の支出について
92,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハイドランプ　外　購入の支出について
27,135

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 化成肥料　他購入の支出について
41,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パソコンソフト外購入の支出について
58,320



平成26年度（平成26年11月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 茶道用お抹茶購入の支出について
39,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 校名入窓枠付封筒　製造の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 音楽ＣＤ「コーラスＯＮＴＡ」外購入の支出について
14,742

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 三角巾　他　購入の支出について
24,202

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフトテープ　外の購入の支出について
294,566

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 茶道用和生菓子購入の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール　外　購入の支出について
47,433

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 台車外　購入の支出について
87,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削用といし取替作業特別教育教材費及受講料の支出について
1,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
81,401

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクタンク　他　購入の支出について
51,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
103,602

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球台用カラーネット　他　購入の支出について
121,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「高校入試問題工房」　購入の支出について
30,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸外購入の支出について
67,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 包帯外購入の支出について
32,702

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
125,802

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴールキーパーシャツほか購入の支出について
36,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高圧エアホース外購入の支出について
22,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
204,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コットンテープ　外　購入の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室他出入口ドア用戸車の購入にかかる支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 「進路の手引Ｎｏ．２」　印刷の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 冊子「進路の手引き（第２集）」外印刷の支出について
86,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引第２集外１点の印刷の支出について
83,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引きＮｏ．２印刷の支出について
67,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 公立高等学校紹介外　印刷の支出について
46,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館２階２年２組教室窓下腰壁入替工事の支出について
197,613

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １－１教室窓（窓枠）修理工事の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 特別支援学級コンセント補修工事の支出について
94,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 パソコン用プリンター修理の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 エアコン用ガス栓の点検・調整・修理の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
12,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 車椅子用段差解消リフト運搬の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 ピア・サポート活動交流会にかかる参加生徒交通費の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「英語落語」公演業務委託の支出について
111,111

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞中学生のための英語落語業務委託　の支出について
330,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞会「和太鼓鑑賞会」公演業務委託の支出について
472,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 演劇鑑賞「まーちゃんバンド」公演の支出について
210,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 高圧エアホース外購入の支出について
109,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パソコンソフト外購入の支出について
231,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　購入の支出について
34,397

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ガマ」　他購入の支出について
242,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ヨーロッパの民族衣装」外　購入の支出について
368,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削用といし取替作業特別教育教材費及受講料の支出について
6,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機　外　特別教育受講料の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱者受講料の支出について
7,200



平成26年度（平成26年11月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱者特別教育講習料の納入の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱者特別教育講習受講の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 高齢者健康体操指導料の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
14,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 白色ＬＥＤ投光キット外購入の支出について
14,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
8,802

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　損害保険料 体験入学部活動等参加者傷害保険料の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 普通科　現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 後期現場実習講師謝礼の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 普通科　現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行にかかる付添職員入園料（１１／１４）の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 会所の蓋の購入の支出について
13,311

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 トイレ用便座購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 新聞架　外購入の支出について
27,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 遮光カーテン　購入の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 充電式生垣用バリカン外購入の支出について
24,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 試験管　他　購入の支出について
9,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 芝生目土　外購入の支出について
79,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 便所自動水栓修理の支出について
40,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消火水槽漏水修理工事の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ＴＶ配線等修理の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 池漏水補修工事（池の排水経路の変更）の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内放送設備配線補修の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ５年１組教室照明器具取替工事の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 充電式生垣用バリカン外購入の支出について
110,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
9,882

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
20,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
24,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレット端末の購入の支出について
254,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 図書「日本と世界の水事情」外購入の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語学習指導にかかる講師料の支出について
30,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木綿コースターの購入の支出について
36,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根外　購入の支出について
35,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 板ダンボール　ほかの購入の支出について
99,358

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤外購入の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土外　購入の支出について
52,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絵本「おしゃべりスマホ」他購入の支出について
12,646

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニル手袋外購入の支出について
23,781

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 焼き物機用ホテルパンの網外３点購入の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削といし業務に係る特別講習受講料の支出について
2,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ネット包帯外購入の支出について
3,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス購入の支出について
46,440
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドリームマップワークブック購入の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ購入の支出について
69,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール他購入の支出について
159,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 室町文化体験学習（１１／１８）に係る消耗品購入の支出について
20,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
877,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓　外　購入　の支出について
8,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テレビハンガー購入の支出について
181,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールほうき長柄外の購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄扉用オートヒンジ購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓　外購入の支出について
22,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
659,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
62,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
457,542

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ外購入の支出について
96,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤ―ホルダー外購入の支出について
6,467

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
254,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
136,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー拡大機用インク他購入の支出について
224,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根　外　購入の支出について
37,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　購入の支出について
89,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 昔体験にかかるかきもち外購入（１１／１８）の支出について
9,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンクリートパネル　購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜「新しい卒業式第４集」他　購入の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＵＰＳ用交換バッテリーキット購入の支出について
17,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布テープ外購入の支出について
39,594

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ購入の支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根チューリップ他購入の支出について
25,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダストボックス外購入の支出について
17,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーしな合板外購入の支出について
56,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外７点購入の支出について
52,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトペン　他　購入の支出について
91,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木製書架　他　購入の支出について
45,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブロワ用電池パック外購入の支出について
22,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絵画連続展示ホルダー　購入の支出について
42,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 二段台車の購入にかかる経費の支出について
30,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙外購入の支出について
267,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙の購入の支出について
117,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式チェンソー　外　購入の支出について
75,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食用白衣の購入の支出について
25,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量紙粘土１１５ｇ程度　外購入の支出について
73,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケット台車購入の支出について
5,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根（チューリップ）他　購入の支出について
16,297

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根　外の購入の支出について
125,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫用図書「おかあさんの目」外購入の支出について
53,893

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作品展示ポケット　購入の支出について
90,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
259,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 セメント　外購入の支出について
72,360
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板外購入の支出について
20,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習プリント教材購入の支出について
32,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓他購入の支出について
9,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
61,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アコーディオン用肩掛けバンド購入の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 工作はさみ外購入の支出について
62,683

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自在ほうき購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーポリ袋外購入の支出について
33,002

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用紙　外購入の支出について
32,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＷＹＳＨ教育事例集購入の支出について
4,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター購入の支出について
58,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 外国語学習指導用書籍購入の支出について
57,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトボールセット用具一式セット外購入の支出について
252,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アーク溶接講習会受講及びテキスト購入の支出について
840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　他　購入の支出について
25,971

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤　外　購入の支出について
43,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルトナーカートリッジ外購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤の購入の支出について
13,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 一輪車購入の支出について
58,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板　購入の支出について
8,694

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　他購入の支出について
92,281

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土外購入の支出について
56,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根他購入の支出について
38,361

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター　購入の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石鹸　外　購入の支出について
39,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
285,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルＩＣレコーダー外購入の支出について
98,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色模造紙　外　購入の支出について
27,738

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　外　購入の支出について
135,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削用といし業務に係る特別教育受講料外の支出について
2,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根　ヒヤシンス外の購入の支出について
12,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞前期分印刷の支出について
36,547

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（４０周年）印刷の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（１０月分）　　　　　　　　　の支出について
338,067

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ミニバスケットコートライン塗装工事の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
11,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 事務室窓ガラス補修工事の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 侵入防止柵取替工事の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関電気錠取替補修工事の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館１階特別支援学級扉窓ガラス１枚外修理の支出について
9,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館１階　玄関扉ガラス入替工事請負の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 砂場補修工事の支出について
198,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室　電気錠操作ユニット及び配線改修工事の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室天井灯取替工事の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ステンレス台車（水切り移動台）修理の支出について
23,976
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プロジェクター修理の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 視力計修理の支出について
19,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
29,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ウィンドチャイム補修外の支出について
3,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 視力検査機用リモコン　修理の支出について
44,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食調理用焼物機の修理の支出について
28,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスアンプ他修理の支出について
64,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年生社会見学（１１／１８）参加児童交通費の支出について
1,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習（１１／１８）に伴う転入生分交通費の支出について
696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年生社会見学　児童の交通費と観覧料の支出について
9,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学（１１／１８）の参加児童交通費・観覧料の支出について
9,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習（１１／１８）に伴う参加児童交通費の支出について
7,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪探検にかかる児童交通費外（１１／１８）の支出について
5,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 案内状送付に伴う郵便切手購入（１１／１７）の支出について
328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ウィンドチャイム補修外の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 放送設備点検の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞会公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞「管楽オーケストラ」公演業務委託の支出について
350,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 演劇鑑賞会　業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞会業務委託の支出について
286,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 グランドトイレ尿石除去及び洗浄作業業務委託の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫防除作業委託の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定作業の支出について
221,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞会業務委託の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学（１１／１８）の参加児童交通費・観覧料の支出について
22,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年生社会見学　児童の交通費と観覧料の支出について
11,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪探検にかかる児童交通費外（１１／１８）の支出について
11,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 チャイム購入の支出について
52,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 木製書架　他　購入の支出について
288,945

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 無線ＬＡＮアクセスポイント　購入の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オーバーヘッドカメラ　購入の支出について
171,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 額縁　購入の支出について
155,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「にじ・じいさん」他購入の支出について
75,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ナルニア国ものがたり」外購入の支出について
284,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「バッテリー」他の購入の支出について
61,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「数え方と単位の本」外購入の支出について
363,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「星の図鑑セット」外購入の支出について
316,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱者講習受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木等作業従事者特別教育受講料の支出について
14,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤作業従事者安全教育受講料の支出について
8,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削用といし業務に係る特別教育受講料外の支出について
13,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接講習会受講及びテキスト購入の支出について
18,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤に係る特別教育受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業者外安全衛生教育等受講料の支出について
46,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱者に係る特別教育受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし業務に係る特別講習受講料の支出について
13,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし取替え受講料の支出について
10,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業者安全衛生教育受講料の支出について
8,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱作業者安全衛生教育受講料の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機安全衛生教育講習受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 チュモニの会にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 記録タイマー用記録紙、他購入の支出について
64,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体操服の購入の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 角材　外　購入の支出について
64,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子ホイッスル外　購入の支出について
60,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「高校入学案内一覧　近畿版」　購入の支出について
1,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリップボード外購入の支出について
57,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
332,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンド絵の具　外の購入の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトボール用クラブ、他購入の支出について
278,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水拭きモップほか購入の支出について
29,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 地図　外購入の支出について
87,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
42,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
81,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 産経新聞（６～９月分）　購読の支出について
16,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
156,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
190,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 苗外購入の支出について
123,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
370,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　外　購入の支出について
35,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 家庭科用製菓用品　外購入の支出について
44,003

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック外購入の支出について
24,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
358,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 金切りのこ替刃　外購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラリネットリード外購入の支出について
33,237

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック購入の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 暗幕　外（仕様書）購入の支出について
265,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
42,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 無線アクセスポイント外購入の支出について
17,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 栽培用棚外購入の支出について
122,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー外購入の支出について
3,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
772,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 車椅子購入の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 刺しゅうキット外の購入にかかる支出について
12,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 音楽室用生徒机　購入の支出について
121,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
95,191

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
31,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 乾燥牛糞外購入の支出について
18,522

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ２０１５近畿版高校入学案内一覧　外　購入の支出について
15,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハイチェア　外（仕様書）購入の支出について
318,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シーラー　外　購入の支出について
49,734

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引きⅡ　印刷の支出について
68,904
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引き　第２集　印刷・製本の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路説明会資料№２印刷の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引き印刷代の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ホワイトボード張替工事の支出について
29,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館４階男子便所個室修理外の支出について
95,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス入れ替え工事の支出について
8,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 排水管補修工事の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 冷蔵庫修理の支出について
23,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育教官室鍵取り替え修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 校務支援用ノートパソコン修理の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ユーホニウム修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット　修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスクラリネット　外　楽器修理の支出について
19,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜の修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館放送室調光卓外１点修理一式の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送用ＣＤ・ＭＤデッキ　修理の支出について
24,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 トロンボーン修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット修理の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 英語検定検定料の支出について
118,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 無線アクセスポイント設定業務委託の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫防除薬剤散布及び剪定作業業務委託の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「おけさのひょう六」公演業務委託の支出について
198,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコン外購入の支出について
267,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 暗幕　外（仕様書）購入の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 無線アクセスポイント外購入の支出について
348,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　購入の支出について
284,673

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「わたしはマララ」外の購入の支出について
353,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 研削砥石の取替等の業務受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱者受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤安全教育　外　受講料の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
247,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
297,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
62,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
52,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
43,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育講習会（刈払機取扱者外）受講料の支出について
13,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
7,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
37,098

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
74,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛け時計他購入の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 鉛筆削り器購入の支出について
2,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カラーダブルダッチロープ外購入の支出について
90,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ウォーキングメジャー他購入の支出について
36,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 オープン書庫の購入の支出について
27,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サッカーボール購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マレット　他購入の支出について
25,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給茶室（給湯室）給水管取替工事の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 食堂明かり取り漏水補修工事の支出について
114,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 学園１階児童生徒居室畳表替えの支出について
165,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館２階普通教室・運動場部室ドア補修工事の支出について
212,706

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階北側女子トイレリモコンリレー補修工事の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具本体取替工事の支出について
235,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 体育館舞台照明設置工事の支出について
520,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オージオメータ　購入の支出について
117,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
15,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
4,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
6,755

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
2,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
2,255

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
11,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
2,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研修会講師謝礼金の支出について
28,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 　大工技能講習会　講師謝礼の支出について
34,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研修会講師謝礼金の支出について
49,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ピアサポート授業参観及指導助言にかかる講師謝礼の支出について
20,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 掲示用パネル外購入の支出について
46,977

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 大阪府小学校社会科教育研究会泉北大会資料購入の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プレゼンテーションマウス他　購入の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 １０月分実習講師謝礼の支出について
42,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解・人権学習（６年）　講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年体験活動現地講演にかかる講師謝礼金の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「平和教育」講師謝礼１０／２８の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「ことばの力をつける教室」講話にかかる講師謝礼の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育課内実践講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育課内実践講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折り紙外購入の支出について
17,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布外購入の支出について
11,691

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステレオミニプラグケーブル　外　購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料他購入の支出について
153,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
374,337

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外　購入の支出について
50,241

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 不織布　他購入の支出について
54,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自然体験学習にかかるさつまいも外購入の支出について
6,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 板書用筆外購入の支出について
27,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 超軽量紙粘土　他　購入の支出について
33,242

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級図書「にじ・じいさん」他購入の支出について
69,947

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスコンロの購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根外購入の支出について
41,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食室ダクトフィルター他購入の支出について
20,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 収納ラック購入の支出について
61,074

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ替糸　他購入の支出について
79,952
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自然体験学習に使用する物品購入（１１／１９）の支出について
6,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性多用途ペンキ（営繕作業用）他購入の支出について
116,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
355,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石けん　ほか　の購入の支出について
32,559

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
131,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 得点板外購入の支出について
29,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハイテクスパテラ購入の支出について
55,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
4,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
221,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版原紙　外購入の支出について
68,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 角バット他購入の支出について
41,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 日本のことわざカルタ外購入の支出について
98,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
52,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
463,873

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鋸替刃　外４点購入の支出について
8,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
331,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根　外購入の支出について
20,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
78,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
60,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食調理用物品「サクラメン手袋」他の購入の支出について
32,097

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
11,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷湿布　外の購入の支出について
38,167

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
88,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 漢字筆順カード　外　購入の支出について
56,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体験学習にかかる実習材料費購入（１１／１８）の支出について
17,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
85,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
122,321

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 風船バレーボール外購入の支出について
66,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フィットひしゃく他　購入の支出について
36,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フローリングワイパー　ほか購入の支出について
75,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガイドバー　外　購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 低温冷蔵庫修理の支出について
48,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
40,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
31,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 運動場放送設備修理の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 鉄製遊具補修の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ポスタープリンター修理の支出について
72,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 今昔館体験学習にかかる参加児童交通費の支出について
17,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習の参加児童交通費（１１／１９）の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる参加児童交通費（１１／１９の支出について
5,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年体験学習にかかる児童交通費（１１／１９）の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学にかかる交通費及び入場料１１／１９の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童交通費・観覧料金１１／１９の支出について
16,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習に係る参加児童交通費（１１／１９）の支出について
12,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 佃島小交歓会活動に伴う児童交通費（１１／１８）の支出について
141,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童の交通費の支出について
24,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学における交通費入館料（１１／１９）の支出について
12,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞　「スクラップ」の業務委託の支出について
250,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞会「魂の鼓動」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞「室内オーケストラ」公演業務委託の支出について
260,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 １２月分左専道運動場使用料（１１／１８）の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習の参加児童入館料（１１／１９）の支出について
22,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年社会見学にかかる交通費及び入場料１１／１９の支出について
15,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年社会見学における交通費入館料（１１／１９）の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる児童交通費・観覧料金１１／１９の支出について
13,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン（仕様書）購入の支出について
1,490,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板ユニットセット購入の支出について
238,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アコーディオン　購入の支出について
277,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 漢字筆順カード　外　購入の支出について
127,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「にじ・じいさん」外　購入の支出について
93,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書（へんしんシリーズ外）購入の支出について
347,437

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「職場体験完全ガイド」外購入の支出について
182,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　ポプラディア外購入の支出について
347,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「にじ・じいさん」外　購入の支出について
137,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「むしのあいうえお」　外購入の支出について
212,173

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「食育にやくだつ食材図鑑」外購入の支出について
383,063

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「特選おばけ屋シリーズ」外購入の支出について
280,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育（刈払機取扱者）講習参加費の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 チェーンソー講習　受講料の支出について
14,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「土曜スクール」実施にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「土曜スクール」実施にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「土曜スクール」実施にかかる講師謝礼の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「土曜スクール」実施にかかる講師謝礼の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「土曜スクール」実施にかかる講師謝礼の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
52,574

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 地下足袋　外の購入の支出について
14,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フラットファイル　購入の支出について
11,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 やかん他１１点購入の支出について
34,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
25,542

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メッシュケース外購入の支出について
62,937

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
207,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キャッチャーマスク外購入の支出について
34,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
286,729

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木ダボ外購入の支出について
20,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピートナーキット購入の支出について
44,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
144,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 六角ナット購入の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
225,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
133,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール　外　購入の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 草刈り機外購入の支出について
84,607

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石質粘土の購入の支出について
39,950
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
72,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
113,162

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
200,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール、他購入の支出について
39,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
4,503

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引き第２集印刷請負の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内ＬＡＮ配線・アクセスポイント設置工事の支出について
864,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 スケート教室参加生徒の使用料（１１／１９）の支出について
98,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ユーフォニアム　購入の支出について
394,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「巨大津波」外購入の支出について
378,869

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「日本国語大辞典」購入の支出について
185,522

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ他購入の支出について
20,266

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
15,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 物理実験用直視分光器購入の支出について
43,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 フェイスタオル購入の支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用蛍光灯ほか購入の支出について
112,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 　プログラミングロボット教材外購入の支出について
327,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 エアロバイク購入の支出について
78,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 急速充電器セット外購入の支出について
13,338

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＣソフト「情報ＢＯＸ」購入の支出について
18,349

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
11,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
40,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ２足歩行ロボット組立キット外購入の支出について
375,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
27,021

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードディスク　他の購入の支出について
47,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 デスクアンプ修理の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子キーボード２台修繕の支出について
11,826

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 普通科　現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 普通科　現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 普通科　現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 普通科　現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙　外購入の支出について
98,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール書庫　外購入の支出について
60,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
80,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 大判プリンタ用ロール紙の購入の支出について
28,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
30,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルトナー外購入の支出について
63,498

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
22,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 食器用洗剤　外　購入の支出について
79,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 図書室用図書　いのちをいただく外購入の支出について
56,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
11,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 写真用紙　外購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 紙芝居セット　外　購入の支出について
35,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 新館３階女子トイレ　ウォシュレット取付工事の支出について
31,487

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　いのちをいただく外購入の支出について
324,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ビーカー外購入の支出について
37,520
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 壁掛時計購入の支出について
26,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掲示板　購入の支出について
142,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 全自動洗濯機購入の支出について
30,229

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフトドッジボール購入の支出について
10,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 フライパン購入の支出について
24,035

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤ付オーディオ外購入の支出について
30,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ポンプ室受水槽水漏れ補修の支出について
176,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自動火災報知機受信機交換補修工事の支出について
853,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 シャワー室目隠しルーバー取付工事他の支出について
43,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 　ガラス入替の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 草刈機の購入の支出について
41,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ドリル用シンニング研磨機購入の支出について
180,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プロジェクタ　購入の支出について
162,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 お茶遊びにかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教育研究会第５ブロック研究部研修会用講師謝礼金の支出について
10,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 全国小学校社会科研究協議会研究大会資料購入の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 子ども文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 子ども文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 子ども文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔遊び体験にかかる講師謝礼（１０月２４日実施）の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ダブルダッチ教室講師謝礼の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 読み聞かせにかかる講師謝礼（１０月２５日実施）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域懇談会にかかる講師謝礼金の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域懇談会にかかる講師謝礼金の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ダブルダッチ教室講師謝礼の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 被爆体験聞き取り学習にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ダブルダッチ教室講師謝礼の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域懇談会にかかる講師謝礼金の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ダブルダッチ教室講師謝礼の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４０周年記念式典トランペット演奏・講演謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 総合学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 読み聞かせにかかる講師謝礼（１０月２５日実施）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エコバック　購入の支出について
8,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
280,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ混色１６０球購入の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根　外購入の支出について
17,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　ほかの購入の支出について
57,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コードレスインパクトドライバ購入の支出について
39,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 営繕作業用材料　購入の支出について
144,131

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 遮光カーテン外購入の支出について
139,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キッチンペーパー　購入の支出について
11,491

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤外　購入の支出について
47,282

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙ほかの購入の支出について
73,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ファインシーラー購入の支出について
12,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ろ紙　他　購入の支出について
9,966

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
132,193

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
183,028
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食袋　外　購入の支出について
28,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗剤外購入の支出について
19,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス外３点の購入の支出について
57,121

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外購入の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エンジンガーデニングはさみ購入の支出について
36,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷却ジェルシート外購入の支出について
5,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鋸　替刃　外　購入の支出について
7,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯外購入の支出について
44,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料　外　購入の支出について
103,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外購入の支出について
37,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 養生用テープ　外購入の支出について
55,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さび止め塗料他購入の支出について
36,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画インキ外購入の支出について
118,666

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 薬用液体せっけん購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レースカーテン購入の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 工作ポスターカラー・外　購入の支出について
105,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 人権教育学習にかかる調理実習材料（１１／２０）の支出について
3,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー外購入の支出について
66,393

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外　購入の支出について
34,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器　購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 のこぎり替刃外購入の支出について
46,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 研削といし取替業務特別教育受講料（１１／２０）の支出について
1,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
17,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 講堂用フロアシートの購入の支出について
176,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性マーカー外購入の支出について
45,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用ステンレス棒栓錠購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用除藻剤購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷湿布外　購入の支出について
27,669

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙ねんど外購入の支出について
46,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　外　購入の支出について
15,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根すいせん外購入の支出について
25,423

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹木用打込型殺虫剤　購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 みょうばん他購入の支出について
33,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッジトリマ購入の支出について
42,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腕時計購入の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絆創膏　外　購入の支出について
15,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土外購入の支出について
24,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他購入の支出について
74,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 お茶作法用和菓子購入（１１／１９）の支出について
3,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料　外　購入の支出について
51,894

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター外購入の支出について
93,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 衣装ベース他購入の支出について
42,761

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根外購入の支出について
6,534

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸　外　購入の支出について
16,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 超軽量紙粘土購入の支出について
32,250
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 締太鼓皮購入の支出について
308,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ電極パッド購入の支出について
9,903

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 朱肉　外購入の支出について
91,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液外の購入の支出について
17,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナー　外の購入の支出について
28,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作品展用書画連続展示具外購入の支出について
140,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外の購入の支出について
41,349

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　他購入の支出について
39,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援教育用教材購入の支出について
6,966

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め用紙　外購入の支出について
306,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　外　購入の支出について
38,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
78,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内窓アクリル板入れ替えの支出について
4,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ修理工事の支出について
38,917

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明スイッチ補修工事の支出について
35,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 いきいき教室天井ボード補修工事の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
7,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 門扉外塗装工事の支出について
183,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替え工事の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 女子トイレ水漏工事の支出について
49,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール用受水槽定水位弁不良漏水修理の支出について
109,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階校長室前漏水補修工事の支出について
58,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 管理作業員室　照明器具電気設備工事の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 音楽室中央コンセント回路補修の支出について
27,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折機修理の支出について
28,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室スライサー外電源コード取替修理の支出について
18,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスケットゴール前輪取替修理の支出について
92,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機の修理の支出について
32,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 立奏木琴音板吊ひも交換修理外の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 移動シンク修理の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
34,738

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 シュレッダー修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オーディオプレーヤー修理の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 すべり台修理の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂スクリーン補修の支出について
147,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
24,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる交通費、入場料（１１／２０）の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
17,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習（１１／２０）に伴う参加児童交通費の支出について
6,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年大阪体験学習にかかる児童交通費（１１／２０の支出について
22,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年校外学習に伴う参加児童児童交通費及び入場料の支出について
2,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 スポーツ交歓会にかかる児童交通費（１１／２０）の支出について
6,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年コリアタウン見学児童交通費（１１／２０）の支出について
14,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞会「アンニョン～」公演業務委託の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 劇鑑賞会「オズの魔法使い」業務委託の支出について
250,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「音楽鑑賞会」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 職員室パソコンＬＡＮ設定にかかる業務委託の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「落語」上演業務委託の支出について
288,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「オズの魔法使い」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール濾過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定及び害虫防除作業業務委託の支出について
74,358

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「ドーナツ池のひみつ」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる交通費、入場料（１１／２０）の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年社会見学付添職員観覧料（１１／２０）の支出について
480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 地域体験学習にかかる児童入場料（１１／２０）の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年校外学習に伴う参加児童児童交通費及び入場料の支出について
59,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ディズニーノベライズ」外の購入の支出について
373,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書たかどのほうこの絵本他購入の支出について
278,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　にじ・じいさん　他　購入の支出について
32,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 研削といし取替業務特別教育受講料（１１／２０）の支出について
12,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 扶助費　措置扶助金 １１月分生活指導訓練費の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙バンド　外　購入の支出について
27,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック購入の支出について
24,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水拭きモップ購入の支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 床油購入の支出について
63,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＰＦ材、他購入の支出について
353,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色覚検査表　外　購入の支出について
71,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド購入の支出について
19,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
31,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 道徳副読本「みんなで生き方を考える道徳」外購入の支出について
102,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール購入の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 絵の具　ほか　購入の支出について
26,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メスシリンダー外購入の支出について
33,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 琴柱外購入の支出について
42,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ノート　外　購入の支出について
89,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 階段滑り止め用タイヤ他購入の支出について
17,739

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンター　外購入の支出について
68,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン引き　他　購入の支出について
114,685

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 面ひも他購入の支出について
77,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
30,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコールタオル　他購入の支出について
54,206

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム風船外購入の支出について
12,117

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石鹸　外　購入の支出について
32,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石原色覚検査表Ⅱ外購入の支出について
15,394

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
211,507

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
78,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
286,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土購入の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 苗（パンジー）外購入の支出について
9,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 「進路の手引」（第２集）　印刷の支出について
51,840
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引きの印刷についての支出について
136,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引き（Ｎｏ．２）印刷の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引き２印刷の支出について
69,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １－３教室扉　窓ガラス補修工事の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 Ｃ棟１階外部壁中給水管漏水補修の支出について
41,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 スピーカー配線補修工事の支出について
124,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓硝子入替工事（金工室外）の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラブハウス扉　外修理の支出について
56,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 トロンボーン修理請負の支出について
47,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 スピーカー修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理（バリトンサックス）の支出について
77,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
26,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機　修理の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＭＤラジカセ修理の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
25,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン点検修理の支出について
12,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 ８年　社会見学　参加生徒交通費（１１／２０）の支出について
18,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加生徒交通費（１１／２０）の支出について
112,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加生徒交通費の支出について
65,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫駆除薬剤散布業務委託の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「音楽鑑賞会」公演業務委託の支出について
400,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 心肺蘇生訓練用人形（仕様書）購入の支出について
476,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架（仕様書）購入の支出について
492,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 コンサートスネアドラム外購入の支出について
158,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「さる・さるる・る」外　購入の支出について
36,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別教育　受講料の支出について
20,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 扶助費　措置扶助金 １１月分生活指導訓練費の支出について
14,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 造形芸術系列講師謝礼金（１０月分）の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１０月分）の支出について
124,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１０月分）の支出について
93,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 造形芸術系列講師謝礼金（１０月分）の支出について
100,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１０月分）の支出について
228,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（１０月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１０月分）の支出について
93,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１０月分）の支出について
124,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１０月分）の支出について
96,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
30,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
12,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 商業経済検定試験受験に伴う受験料（１１／１９）の支出について
55,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「経路経穴概論」　外（仕様書）購入の支出について
773,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サッカーボール購入の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 文法黒板　購入の支出について
33,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 冬芝の種、肥料ほか　の購入の支出について
28,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 インターホン購入の支出について
44,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 腕時計外購入の支出について
51,100
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 チェーンソー購入の支出について
42,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミニバットの購入の支出について
73,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 放電式記録タイマー購入の支出について
53,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルスケール購入の支出について
7,601

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校庭汚水会所補修工事の支出について
183,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 正門鉄扉補修工事の支出について
94,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校庭整地（遊具撤去含む）工事の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 インターホン及びテンキー取替工事の支出について
334,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校長室外４部屋の照明器具取替え補修工事の支出について
463,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館防球ネット補修工事の支出について
119,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 背面掲示板取付工事の支出について
617,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 外部水道漏水のための花壇撤去改造工事の支出について
442,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 格技室（東側）屋根補修工事の支出について
576,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 男子トイレ小便器センサー補修工事の支出について
132,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 クラブ室鉄扉取替補修工事の支出について
270,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 女子トイレ水漏補修工事の支出について
154,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館外壁補修工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 テニスコート整備工事の支出について
839,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂屋根漏水補修工事の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 放送設備機器改修工事の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替え補修工事の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色画用紙（四つ切）外２件購入の支出について
15,413

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 球根クロッカス　他２点購入の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色画用紙他の購入の支出について
82,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 一輪車外の購入の支出について
78,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 カラーケント紙他購入の支出について
16,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 両面テープ　外の購入の支出について
10,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 牛糞たい肥外の購入の支出について
14,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 水性塗料他購入の支出について
18,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ハンドソープ　泡タイプ　購入の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
4,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 ガラス張替工事の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 園庭固定遊具の補修及び塗装工事の支出について
287,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 ＰＡアンプ修理の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
4,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 近畿小学校学校行事研究協議会京都市大会資料購入の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 視聴覚教育総合・放送教育研究会全国大会資料購入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 スポーツタイマー（アナログ式）　購入の支出について
63,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 近畿小学校体育研究大会参加費（１１／２１）の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 １０月分実習講師謝礼の支出について
85,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 １０月分実習講師謝礼の支出について
25,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習（脱穀）にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年生音楽授業にかかる講師謝礼金の支出について
56,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動における講師謝礼の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「発達障害の子どもの理解について」の講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 子ども文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科授業研究講師謝礼金の支出について
113,520
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動における講師謝礼の支出について
48,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 総合学習の取り組みによる講師謝礼金の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 子どもの暴力防止ワークショップ講師謝礼金の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 和太鼓体験にかかわる講師謝礼の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動にかかる講師謝礼金の支出について
67,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育講師謝礼金の支出について
11,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 子ども文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習の看護師謝礼金の支出について
26,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習の講師謝礼金の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習の講師謝礼金の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ダブルダッチ教室講師謝礼の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 音楽授業研究講師謝礼金の支出について
72,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 子ども文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 絵手紙体験学習（１０／２０）にかかる講師謝礼の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 盲導犬学習講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 子ども文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 子ども文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 子ども文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 子ども文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年社会「給食パン作り」講話の講師謝礼金の支出について
3,341

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 絵手紙体験学習（１０／２０）にかかる講師謝礼の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語特別授業講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「お話し会」講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 総合学習の取り組みによる講師謝礼金の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科特別授業にかかる講師料の支出について
16,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 和菓子作り体験学習にかかる講師料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 子ども文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習（脱穀）にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国の文化に触れる取組の講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 子ども文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 言語力の育成にかかわる講師謝礼（１０／２４）の支出について
28,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 在日外国人教育学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「お話し会」の講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用図書「学習漫画　世界の伝記　１」外購入の支出について
390,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式ディスクグラインダー外購入の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根　外購入の支出について
11,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 講堂用ワックス購入の支出について
89,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 打楽器コンサート・トムトム外購入の支出について
58,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
97,459

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ替糸外の購入の支出について
19,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
130,356
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 下敷き付デスクマット　外６点購入の支出について
16,642

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　他購入の支出について
78,159

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小麦粉　外購入の支出について
5,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
205,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 えのもり文庫「いないいないいるよ」外購入の支出について
86,162

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土、他購入の支出について
58,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校間仕切用戸車　購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育受講料他の支出について
1,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸の土　外購入の支出について
29,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ「Ｂｒａｖｅ３」外購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
178,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削といし取替作業特別教育受講料外の支出について
1,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ他購入の支出について
88,171

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
136,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版木外購入の支出について
22,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
11,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸の土　外　購入の支出について
25,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 研磨パッド外購入の支出について
48,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「ＤＶＤでフォニックス１」購入の支出について
24,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外購入の支出について
124,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　他　購入の支出について
95,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙の購入の支出について
82,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水槽用フィルター外購入の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシール　外購入の支出について
21,227

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 凧つくり材料、他購入の支出について
19,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 朝食作り材料購入（１１／２０）の支出について
5,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラービニール袋　他　購入の支出について
43,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫「王様と九人のきょうだい」外購入の支出について
280,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　外購入の支出について
75,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 採点ペン１０本入り１箱外購入の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木琴外購入の支出について
149,202

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡外購入の支出について
82,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 お話の会講師記念品購入（１１月２１日）の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス戸車　外購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎２階・３階トイレブース補修工事の支出について
199,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 小便器給水装置修理及び漏水補修工事の支出について
68,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書室用ブレーカー取替工事の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室扉　ガラス入替補修の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入れ替え工事の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電気錠修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　屋外冷蔵庫　修理の支出について
143,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室湯沸かし器修理の支出について
13,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
29,527

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 シュレッダーの修理の支出について
8,100
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 雲梯支柱　修繕の支出について
111,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室焼き物機１台修理の支出について
46,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂脇幕修理の支出について
71,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費外（１１／２１）の支出について
12,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
5,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学にかかる参加児童交通費（１１／２１の支出について
9,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学にかかる参加児童交通費・入場料の支出について
3,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費１１／２１の支出について
25,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年社会見学にかかる交通費（１１／２１）の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習参加児童交通費（１１／２１）の支出について
15,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習参加児童交通費（１１／２１）の支出について
11,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 緊急タクシー代の支出について
11,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習（１１／２１）に係る児童の交通費他の支出について
8,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年社会見学参加児童交通費（１１／２１）の支出について
14,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習の参加児童交通費・見学料（１１／２１）の支出について
5,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 芸術鑑賞にかかる参加児童交通費の支出について
12,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 劇（影絵）鑑賞会　公演委託料の支出について
249,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 演劇の公演にかかる業務委託の支出について
230,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 演劇鑑賞会業務委託の支出について
250,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞「台所狂騒曲を含む音楽会」業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 演劇鑑賞「長靴をはいたねこ」他公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「台所コンチェルト」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習（１１／２１）に係る児童の交通費他の支出について
10,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験学習にともなう付添職員入場料外　１１／２１の支出について
1,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年社会見学にかかる参加児童交通費・入場料の支出について
9,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行における地震災害学習参加児童入園料の支出について
15,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験学習にかかる参加児童交通費外（１１／２１）の支出について
13,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験学習の参加児童交通費・見学料（１１／２１）の支出について
5,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
9,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 木琴外購入の支出について
102,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 講堂用フットライト購入の支出について
399,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バスケットゴール（屋外移動式）一対　購入の支出について
290,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 図書展示台購入の支出について
375,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「にじ・じいさん」外購入の支出について
281,603

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「木かげの秘密」他　購入の支出について
10,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　小学生のまんが辞典外購入の支出について
259,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　にじ・じいさん　外　購入の支出について
65,901

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 とうさんおはなしして他図書館用児童図書購入の支出について
346,761

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育受講料他の支出について
7,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし取替作業特別教育受講料外の支出について
6,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生教育（刈払機）受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育アーク溶接講習受講料の支出について
23,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接講習受講料の支出について
15,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平和学習「戦争と平和を考える」用講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権研修会にかかる講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
69,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドルの購入の支出について
27,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 筆ペン外購入の支出について
88,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
141,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 黒板消しクリーナー、他購入の支出について
17,755

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スプリングモップ外購入の支出について
11,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 花苗　他購入の支出について
44,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 刷毛（水性用）　他　の購入の支出について
38,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペン外購入の支出について
33,302

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アーク溶接技術講習テキスト代外受講料の支出について
840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
357,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 糸はんだ外購入の支出について
40,111

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インターロッキングブロック　外　購入の支出について
188,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
190,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路指導のための資料印刷の支出について
97,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引き（第２集）印刷の支出について
50,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 硝子入替補修工事の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス破損補修工事の支出について
8,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館グランドピアノ修理の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習参加生徒　交通費（１１／２１）の支出について
132,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 廃棄家電回収リサイクル及び収集運搬費の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬料の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 廃棄家電回収リサイクル及び収集運搬費の支出について
16,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過幾保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞　演劇「ゆきと鬼んべ」公演業務委託の支出について
450,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「ゆきと鬼んべ」公演業務委託の支出について
400,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「和太鼓コンサート」公演業務委託の支出について
450,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「民族楽器・地球まるごと」業務委託の支出について
450,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「和太鼓演奏」公演業務委託の支出について
450,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞サーカス公演業務委託の支出について
450,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「コンダクター」外　購入の支出について
48,606

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「アイスプラネット」外購入の支出について
381,283

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書ＮＥＷアクセス中日日中辞典購入の支出について
71,241

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接技術講習テキスト代外受講料の支出について
18,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育「刈払機」受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ソフトボール部　外部指導者講師料の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１０月分）の支出について
48,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（１０月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（１０月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 女子サッカー部　外部指導者講師料の支出について
28,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１０月分）の支出について
276,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 片口ハンマー他購入の支出について
36,639
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
29,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
54,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
9,547

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用感熱用紙他購入の支出について
15,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
115,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 エコラン用モータ他購入の支出について
192,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 「中学数学　新基本問題集」他購入の支出について
7,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤他購入の支出について
89,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷インク他の購入の支出について
86,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 酸素　他の購入の支出について
42,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 遮水シートの購入の支出について
42,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 急速充電器外購入の支出について
42,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 社会科授業用教材ＤＶＤ購入の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシンフットコントローラー購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
15,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙他の購入の支出について
89,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 逆性石けん　他の購入の支出について
16,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 布担架の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 入試問題集の購入の支出について
70,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 硯他書道用品購入の支出について
25,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 埋込アースターミナル付接地コンセント購入の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＥＤ電球他購入の支出について
15,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鎮痒消炎外皮剤他購入の支出について
41,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ４号館１Ｆポンプ室扉・錠取替え補修工事の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 １号館北端シャッター修理工事の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 １号館２Ｆ教務室流し台及び洗面台詰り修理の支出について
47,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 外部看板移設補修の支出について
31,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 溶接機の修理の支出について
42,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 演劇科観劇実習付添教員観劇料（１１／２０）の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館図書「願いながら祈りながら」他購入の支出について
82,739

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「荒神」他購入の支出について
50,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「銀翼のイカロス」他購入の支出について
91,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 後期現場実習講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 後期現場実習講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 作業はさみ　他　購入の支出について
7,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 陶芸本焼き絵の具　他　購入の支出について
20,023

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 白ボール紙他の購入の支出について
66,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 おこし返し他購入の支出について
19,062

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球練習用ボール　外　購入の支出について
57,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル温度計　外　購入の支出について
31,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室・高３－１教室　照明器具取替補修の支出について
59,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 寄宿舎廊下照明器具取替工事の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習　幼児入園料・高速料金（１１／２１）の支出について
7,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電気の利用用理科実験器購入の支出について
13,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ホースリール外購入の支出について
16,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 スポットライト・水銀灯・保安灯取替工事の支出について
92,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 便所間仕切り及び校舎出入口扉取替修理の支出について
357,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂天井板・水銀灯取替工事の支出について
71,280
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 低学年図書室壁面クロス張替工事の支出について
274,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 放送設備配線補修工事の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室換気扇修理外の支出について
62,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 保健室コンセント増設工事の支出について
48,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 学習ルーム出入口ドア建付け補修の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 窓ガラス取替補修工事の支出について
23,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 回転釜取替工事の支出について
354,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 牛乳かご置台購入の支出について
36,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 書架購入の支出について
348,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 柔道用投げ込みマット　の購入の支出について
52,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 自然体験講習会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 底石　外　購入の支出について
13,327

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 苗ブロッコリ外３件購入の支出について
8,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 薬用石鹸　購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 いちごの苗　他３件の購入の支出について
30,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 苦土石灰、種、苗などの購入の支出について
19,591

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 マット　外（集約物品）購入の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
58,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 アコーデオンカーテン購入の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
2,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ポスターカラー他購入の支出について
32,578

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 作品展用教材　ケント紙　外　購入の支出について
31,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナー購入の支出について
7,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 両面テープ　他の購入の支出について
36,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 園芸用化成肥料　他　の購入の支出について
14,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 絵の具　外１件購入の支出について
46,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 一輪車購入の支出について
14,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育（自由研削砥石試運転取替）受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 算数科における研修講師謝礼の支出について
20,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 算数研究授業参観・指導助言にかかる講師謝礼の支出について
23,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
18,511

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 社会科授業用都道府県調査にかかる郵便切手購入の支出について
13,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 愛知県実践教育研究会参加費（１１／２４）の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 第１回志算研授業研究会　会費（１１／２２）の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 １０月分実習講師謝礼の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「秋のお話会」にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「秋のお話会」にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 オリエンテーリング講師謝礼金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育指導にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「秋のお話会」にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体育授業研究にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「秋のお話会」にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族講師の課内実践にかかる講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平和記念資料館被爆体験講話にかかる講師謝礼の支出について
6,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「秋のお話会」にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年そろばん指導（１１／６）にかかる講師謝礼金の支出について
7,740
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 修学旅行に伴う看護師謝礼金の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験学習講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年生理科学習における講師謝礼の支出について
16,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「平和教育」講師謝礼１１／５の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 土曜授業にかかる教育活動支援員謝礼金１０／２５の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語教育にかかる講師謝礼金の支出について
112,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 読み聞かせ学習「おはなし会」にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権学習講話にかかる講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「秋のお話会」にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「秋のお話会」にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育指導にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「秋のお話会」にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 授業研究会にかかる講師謝礼金の支出について
36,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解・人権学習（１年及４年）　講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族講師の課内実践にかかる講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「秋のお話会」にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外１点購入の支出について
23,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板外購入の支出について
78,241

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校新聞印刷　外の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム磁石購入の支出について
7,506

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 飼育用うさぎ購入（１１／２１）の支出についての支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 言語訓練カード外購入の支出について
59,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「和凧つくり」実施にかかる材料購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヒヤシンスの球根外の購入の支出について
37,994

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タイルマット外購入の支出について
19,357

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画板他の購入の支出について
89,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布　他　購入の支出について
17,869

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外購入の支出について
98,766

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 イヤーマフ購入の支出について
9,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆他２０点購入の支出について
73,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新校舎竣工式　体育館会場用式典花の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石けんネット外４点購入の支出について
22,663

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルトナーカートリッジ購入の支出について
16,329

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯購入の支出について
6,102

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 桧木材　購入の支出について
41,569

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リボン　外　購入の支出について
77,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号　購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダストボックス　外　購入の支出について
112,881

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンターインク購入の支出について
110,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校旗　購入の支出について
23,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
62,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカー外購入の支出について
277,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プレミアム用紙購入の支出について
77,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板外購入の支出について
71,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パンジー苗　外購入の支出について
19,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 都道府県別立体地図他購入の支出について
63,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サテンロール　他　購入の支出について
39,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土外購入の支出について
42,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サンダル外購入の支出について
31,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 幼小連携用物品「タイヤセット」他の購入の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 牛糞　外　購入の支出について
43,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤　他購入の支出について
90,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 だしとりカゴ購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インタラクティブユニット　外　購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科教授用物品洗剤他の購入の支出について
68,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スイートピー　種　外　購入の支出について
13,658

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸詰替え用購入の支出について
10,183

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土・工作板ほか図工実習用具・材料の購入の支出について
145,179

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー　他　購入の支出について
194,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削といし取り替え作業特別教育受講料の支出について
1,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キャベツ苗外の購入の支出について
31,347

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 加熱式加湿器　外購入の支出について
92,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板購入の支出について
35,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックエンド　他　購入の支出について
23,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫用図書「おだんごぱん」外　購入の支出について
343,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根　外購入の支出について
36,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
162,907

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 英語教材「バナナじゃなくて」外　購入の支出について
132,151

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
139,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソクチマ　購入の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙ほか　購入の支出について
93,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
36,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土購入の支出について
8,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 感光体ユニット他　購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防草用砂購入の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 韓国・朝鮮の楽器ケンガリ他購入の支出について
53,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジューサー　購入の支出について
2,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー　外　購入の支出について
140,427

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
446,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
187,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓　他　購入の支出について
45,542

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
78,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 加湿器　購入の支出について
19,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 イレクターパイプ外購入の支出について
72,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ほうき購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ５ｍｍ方眼ノート購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラースプレーほか購入の支出について
52,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
236,974

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
559,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
379,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マット　外（集約物品）購入の支出について
92,016
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土ねんど外購入の支出について
107,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジたわし　他購入の支出について
17,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ外購入の支出について
55,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
370,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
47,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルカリ単三乾電池　外購入の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 和太鼓演奏用衣装（仕様書）購入の支出について
498,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルタイマー外購入の支出について
114,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根外　購入の支出について
54,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチック手袋外購入の支出について
8,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性ペンキ外購入の支出について
60,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 照明器具購入の支出について
12,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜他購入の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 愛育学級用教材「ギムニク」他の購入の支出について
41,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（前期）印刷の支出について
46,699

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷　外の支出について
92,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 温室撤去工事の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 女子職員更衣室錠前交換工事の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 温室破損ガラス等修理の支出について
79,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館１階便所前手洗場水栓取替補修の支出について
43,707

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 備蓄倉庫ドアガラス補修の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北校舎３階廊下ガラス入替補修の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理パイロットバーナー取替補修の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
65,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
32,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室焼物機修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　回転釜赤火修理の支出について
20,271

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 跳び箱修理の支出について
15,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター外修理請負の支出について
60,674

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜　修理の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
16,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フライヤー修理の支出について
54,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 インターホン修理の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
49,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 移動水槽修理の支出について
13,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン修理の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 テレビアンテナ修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室屋外冷蔵庫の修理の支出について
70,902

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 移動式一槽流し台排水部取替修理の支出について
25,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機の修理の支出について
49,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年社会見学（１１／２５）にかかる交通費の支出について
12,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機リサイクル料及び回収料の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 コリアンタウン見学にかかる参加児童交通費の支出について
9,760
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 年賀状づくりに伴う郵便はがき（年賀状）購入の支出について
6,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機リサイクル料及び回収料の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定及び移植業務委託の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 劇鑑賞「アラジンと魔法のランプ」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「影絵劇　ゲゲゲの鬼太郎」公演業務委託の支出について
291,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓清掃業務委託の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「チュモニの会」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞会公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 劇「注文の多い料理店」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 雨水管通管洗浄作業業務委託の支出について
488,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託　の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
40,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立天王美術館の入場料（１１／２２）の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる付添教職員入場料（１１／２１）の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 インタラクティブユニット　外　購入の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 屋外用物置購入の支出について
320,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マット　外（集約物品）購入の支出について
139,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「はじめての生きもの図鑑」外購入の支出について
217,101

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「にじ・じいさん」　外　購入の支出について
30,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「バッテリー」　外４４点の購入の支出について
328,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「わがままおやすみシリーズ」外購入の支出について
261,739

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「へんしんシリーズ」外の購入の支出について
283,349

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図鑑　外（仕様書）購入の支出について
907,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図鑑　外（仕様書）購入の支出について
394,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「にじ・じいさん」外の購入の支出について
5,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「モモ」外購入の支出について
343,707

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おばけのクリリン」外購入の支出について
10,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤特別教育講習　他　受講料　の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接作業講習受講料の支出について
15,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 管理作業員振動工具講習会参加費の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱者特別受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業外特別教育受講料の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし取り替え作業特別教育受講料の支出について
6,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接講習受講料の支出について
15,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生講習受講費の支出について
49,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 調理実習による食事マナー教室に係る講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
124,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
555,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン購入の支出について
72,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
320,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
220,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
133,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石鹸　外購入の支出について
22,613

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
230,785
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
236,973

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ユニット式ゴム印（３枚組）の購入の支出について
16,977

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーンほか購入の支出について
102,777

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石鹸液外購入の支出について
81,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 無線対応プレゼンテーション用機器他購入の支出について
30,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 毛筆用　太筆　ほか　購入の支出について
8,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール外　購入の支出について
60,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ウレタン樹脂塗料外購入の支出について
19,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リレーバトン　外　購入の支出について
126,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペンキ外購入の支出について
89,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 毛布　外購入の支出について
11,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掲示板　購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 板目表紙　外　購入の支出について
55,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 エコクラフトバンド　外　購入の支出について
33,058

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除藻剤　外　の購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトボール用バット外購入の支出について
64,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 吹奏楽用楽譜購入の支出について
14,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 成績処理ソフト外の購入の支出について
176,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙ウェス外の購入の支出について
23,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教材「トレーニング絵カード」　他購入の支出について
7,874

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 講堂用長椅子　購入の支出について
399,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベル　外　購入の支出について
47,773

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙他購入の支出について
130,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤデッキ外購入の支出について
47,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＩＣレコーダー　外　購入の支出について
26,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙の購入の支出について
2,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 日本地図パズル　外購入の支出について
31,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ボックスファイル他購入の支出について
92,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コーナーフラッグ　他　購入の支出について
80,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 養生テープ　他　購入の支出について
43,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アーク溶接　特別教育　テキスト購入　外の支出について
840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール外　購入　の支出について
87,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水道管洗浄剤外購入の支出について
18,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
147,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引き　第２集の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路のしおり（第２集）印刷の支出について
103,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引き（第二集）２２０冊印刷の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引き　印刷製本の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 公立高等学校紹介他印刷の支出について
106,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引き②　印刷の支出について
14,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引　Ｎｏ．２　印刷の支出について
81,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路のしおり　第２集　印刷製本の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引きＮｏ２の印刷の支出について
103,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館１階トイレ窓ガラス入れ替え修繕の支出について
5,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館１階第１理科室漏水補修の支出について
29,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 技術室ガラス補修の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200



平成26年度（平成26年11月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
31,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
18,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピッコロ　外　修理の支出について
96,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ファゴット修理　外の支出について
99,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館マイクコンセント取替修理一式の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 掲示板外張替　修理の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 空調機修理の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬代の支出について
14,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 実用英語技能検定５級外　検定料の支出について
890,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 演劇鑑賞「雨ふり小僧」公演業務委託の支出について
369,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「雨ふり小僧」公演業務委託の支出について
400,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 古典芸能「津軽三味線の激奏」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「和太鼓演奏」公演業務委託の支出について
160,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 スズメバチ駆除業務委託の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 「打打打団　天鼓　和太鼓コンサート」鑑賞の支出について
450,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞　和楽器演奏「打打打団」公演業務委託の支出について
400,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「世界のリズム」業務委託の支出について
400,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「打打打団　天鼓」公演業務委託の支出について
450,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＣＤデッキ外購入の支出について
106,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 無線対応プレゼンテーション用機器他購入の支出について
334,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マット　外（集約物品）購入の支出について
166,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架　購入の支出について
91,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マグネットスクリーン購入の支出について
176,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 毛布　外購入の支出について
72,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「旅猫リポート」外購入の支出について
378,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「星空ロック」他１３１点購入の支出について
282,839

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「荒神」外購入の支出について
380,923

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接他　講習受講料の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱従事者安全衛生教育受講料の支出について
17,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱作業者安全衛生教育受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別教育受講料の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接　特別教育　テキスト購入　外の支出について
18,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱者特別教育受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石試運転取替特別教育受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 「旅行業演習講座」実施に伴う講師報償金の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 保健室用コールドホットパック外購入の支出について
14,101

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓他保健室衛生管理用消耗品購入の支出について
60,511

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
55,533

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
65,826

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インパクトドライバー外購入の支出について
51,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 書道科授業用墨液ほか購入の支出について
96,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直接感熱紙の購入の支出について
57,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
89,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
15,876
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
148,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
287,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 水酸化バリウム外購入の支出について
30,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジたわし外購入の支出について
25,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 漏電による調査および補修工事の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 隣地法面ほか剪定・除草業務委託の支出について
349,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機購入の支出について
282,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大型ごみ箱購入の支出について
56,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱作業者安全衛生教育受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部　後期現場実習講師謝礼の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部　現場実習講師謝礼の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 普通科　現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
14,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
105,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 血圧計修理の支出について
8,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 車イス修理の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 オージオメータ　外　校正の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ購入の支出について
27,994

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 液晶テレビ購入の支出について
240,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ドッジボール購入の支出について
24,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 山砂　外　購入の支出について
57,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カスタネット　外　購入の支出について
28,706

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マット　外（集約物品）購入の支出について
66,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 蛍光灯照明器具の購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　　　ＬＥＤ　他の購入の支出について
88,354

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 オフィスチェア購入の支出について
20,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サッカーボール外購入の支出について
61,722

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 案内板　購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ひらがな５０音表パネル　外　購入の支出について
71,586

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ドッジボール　購入の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 回転釜用ステンレス蓋購入の支出について
45,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 芝生種子購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 卓上木琴　購入の支出について
46,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カラー蒸発皿　外　購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 てこのはたらき実験器購入の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　校旗　購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ホットプレート外の購入の支出について
82,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ドッジボール外の購入の支出について
43,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 格技室天井補修工事の支出について
78,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂ギャラリーガラス入替工事の支出について
72,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 受水槽満渇水警報盤補修工事の支出について
36,266

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室出入口網戸取替補修工事の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館バレーボール用支柱プレート補修工事の支出について
78,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場外スピーカー配線補修の支出について
60,480
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西階段補修工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階　廊下照明器具設置工事の支出について
183,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール給水用バルブ取替修繕の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 講演台（司会者台）購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電動ステープラー購入の支出について
49,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 靴箱　購入の支出について
158,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ソファーベッド　の購入の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 苗　いちご　他　の購入の支出について
16,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究授業にかかる講師謝礼金の支出について
22,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 職員研修（いじめ防止研修会）にかかる講師謝礼金の支出について
14,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究保育研修会講師謝礼（１１／５）の支出について
30,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ソフト教材の購入の支出について
83,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ外購入の支出について
109,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 問題集「２０１５年版大学入試シリーズ」他購入の支出について
264,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
114,631

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 ポスター印刷作業請負経費の支出について
9,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター購入の支出について
336,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校づくりについての指導・助言に伴う講師謝礼金の支出について
60,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然観察にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 田んぼ作り（５年体験学習）の講師謝礼金の支出について
3,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解・人権学習（２年）講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 家庭科授業研究講師謝礼金の支出について
62,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年生そろばん教室における講師謝礼の支出について
33,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験学習講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会にかかる講師謝礼金の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「こどばの力をつける教室」講話にかかる講師謝礼の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 おはなし会にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語説明文における研修会講師謝礼の支出について
12,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「共生教育」講師謝礼１１／６の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験活動　講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 おはなし会にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験活動　講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 オリエンテーリング講師謝礼金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 和太鼓演奏指導にかかる講師謝礼（１０月分）の支出について
192,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 日本文化体験学習茶道体験講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「６年地域の歴史に学ぶ」講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然観察にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 田んぼ作り（５年体験学習）の講師謝礼金の支出について
3,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略予算　生活体験学習にかかる講師料の支出について
16,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験活動　講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 １年生活体験学習を行う為の材料の購入１１／２６の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校名入封筒（角２号）印刷の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教育用ブロック購入の支出について
399,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 つやだしニス外購入の支出について
21,297

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
146,607

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 お芋まつり・昔体験用材料購入（１１月２６日）の支出について
10,550
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業に伴う肥料外　購入（１１／２６）の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット端末用ケース外購入の支出について
149,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」購入の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　購入の支出について
52,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカー外の購入の支出について
51,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館管理ソフト　外　購入の支出について
57,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 英語指導教材「ええやん、そのままで」外購入の支出について
398,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 イメージドラム購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料外購入の支出について
53,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花苗　パンジー　外購入の支出について
27,299

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルカリボタン電池外購入の支出について
54,723

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石けん　他購入の支出について
8,586

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　他　購入の支出について
24,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 酸素ボンベ　外購入の支出について
42,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根チューリップ外購入の支出について
35,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台　他　購入の支出について
86,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根　外　購入の支出について
16,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　他　購入の支出について
84,706

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗いチェッカーローション　外購入の支出について
50,654

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 楽器演奏用マレット外購入の支出について
13,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図工室用ラジオペンチ購入の支出について
47,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパネ他　材木購入の支出について
60,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根外購入の支出について
79,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ネームプレート外購入の支出について
32,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーマグネット他購入の支出について
17,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外　購入の支出について
31,471

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水彩絵の具他購入の支出について
52,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
80,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸土購入の支出について
4,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水溶性つや出しニス外購入の支出について
45,306

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シナベニヤ外購入の支出について
59,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ外購入の支出について
263,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 団体用なわとび外購入の支出について
286,269

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛型校内インターホン　外購入の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土外購入の支出について
6,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 方眼模造紙　外　購入の支出について
95,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペンキ　外　購入の支出について
14,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 包丁　外　購入の支出について
53,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットカートリッジ　外　購入　の支出について
37,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスファンヒーター　外購入の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白方眼模造紙　外　購入の支出について
84,135

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 漢字検定用問題集購入の支出について
107,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＯＨＣ外購入の支出について
89,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習ソフト「わかる！算数」購入の支出について
241,110
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布粘着テープ外購入の支出について
139,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キーボックス他　購入の支出について
71,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
87,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用図書「まるごと理科（３年）」外購入の支出について
44,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折紙　外購入の支出について
25,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　購入の支出について
58,694

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ外購入の支出について
117,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校書初紙　他　購入の支出について
74,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 採点ペン他購入の支出について
194,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アーク溶接特別教育講習資料代　外の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム手袋購入の支出について
29,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削といし取り替え講習資料代　外の支出について
1,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 人工芝　購入の支出について
79,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジたわし購入の支出について
32,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン７２インチ購入の支出について
114,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食器洗い洗剤　購入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙　他　購入の支出について
29,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外　購入の支出について
75,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄棒用下敷きマット購入の支出について
180,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外購入の支出について
21,309

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土外購入の支出について
95,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根　外購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リボン外購入の支出について
31,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　他　購入の支出について
30,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シャーレ　他購入の支出について
36,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根購入（１１／２５）の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作品展示フォルダー　購入の支出について
19,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤外購入の支出について
60,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携　小学Ａ版　外購入の支出について
128,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板外購入の支出について
14,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 講堂用盛花の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニサンダ　他購入の支出について
11,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｑ―Ｕアンケート用紙購入の支出について
69,405

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポンポン用テープ外購入の支出について
54,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書道半紙　外購入の支出について
39,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラービニール袋外購入の支出について
196,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絵画ハンガーの購入の支出について
44,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期分）印刷の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 創立１００周年記念誌印刷の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 普通教室　出入口ガラス入替工事の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 南館３階トイレ及管理作業員室天井補修工事の支出について
175,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ通管工事の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３年２組窓ガラス取替工事の支出について
7,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラスの張替補修工事の支出について
20,001

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 放送室ガラス入替工事の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替の支出について
13,284
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室便所補修工事の支出について
77,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内破損ガラス入替工事の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 無線ＬＡＮアクセスポイント設置工事の支出について
79,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ライン塗替え工事の支出について
128,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室ガラス入替の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ６年２組窓ガラス取替工事の支出について
8,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 便器取替工事の支出について
80,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
4,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室ガス栓取替修繕の支出について
5,259

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室屋外冷蔵庫の修理の支出について
36,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ２段式リフター修理の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送用パワーアンプ修理の支出について
45,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
11,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
109,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピアノ修理の支出について
24,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機の修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 門扉鍵取替修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 スネアドラム修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
15,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内ＬＡＮサーバー修理の支出について
131,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
38,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 インクジェットプリンター修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ジャングルジム外修理の支出について
136,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食用牛乳保冷庫修理の支出について
26,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室ガス回転釜修理の支出について
148,651

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 糸のこ機械修理の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室ボイラー修理の支出について
44,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費外１１／２６の支出について
4,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費の支出について
13,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１１／２６）の支出について
7,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学（キューピー伊丹工場）児童の交通費の支出について
7,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年生社会見学にかかる児童交通費及び使用料の支出について
15,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫のリサイクル運搬経費外の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（１１／２６）の支出について
18,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１１／２６）の支出について
5,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電リサイクル収集運搬料　外の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（１１／２６）の支出について
6,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫のリサイクル料金外の支出について
1,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年社会見学にかかる参加児童交通費（１１／２６の支出について
8,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビリサイクル料外の支出について
4,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫のリサイクル運搬経費外の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 裁断機の刃の研磨の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫のリサイクル料金外の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 耐火金庫ダイヤル修理の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 家電リサイクル収集運搬料　外の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビリサイクル料外の支出について
11,664
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 給食室内コバエ駆除業務委託の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 倒木復旧にかかる業務委託の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞会　公演　業務委託　の支出について
220,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 講堂蛍光灯取替委託にかかる経費の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 書類溶解業務委託の支出について
47,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 「民族楽器世界の旅」公演業務委託の支出について
228,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
89,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定業務委託の支出について
82,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年生社会見学にかかる児童交通費及び使用料の支出について
16,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費外１１／２６の支出について
4,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ガスファンヒーター　購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ２ドア冷蔵庫購入の支出について
43,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 団体用なわとび外購入の支出について
76,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレット端末用ケース外購入の支出について
165,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エンジン式デサッチャー購入の支出について
248,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ガスファンヒーター　外購入の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　ぐりとぐら　外１９点の購入の支出について
310,271

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「かいけつゾロリシリーズ」外購入の支出について
126,655

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「にじ・じいさん」外購入の支出について
11,063

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「総合百科事典ポプラディア」外購入の支出について
149,802

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「きもち」外購入の支出について
27,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「やさしい　こうさく」外　購入の支出について
352,506

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 丸のこ等取扱い作業従事者安全衛生教育外　受講料の支出について
84,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具従事者安全衛生教育受講料の支出について
8,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱作業者安全衛生教育受講料の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし取り替え講習資料代　外の支出について
6,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 「丸のこ盤」外　安全衛生特別教育受講料の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別教育講習資料代　外の支出について
10,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「基礎からの学習法」講演事業にかかる講師謝礼金の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「基礎からの学習法」講演事業にかかる講師謝礼金の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「基礎からの学習法」講演事業にかかる講師謝礼金の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年福祉体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
26,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー角パイプ　外　購入の支出について
98,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 放電記録紙　外　購入の支出について
18,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 音楽鑑賞ＤＶＤ　外　購入の支出について
91,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削といし取り替え作業受講他の支出について
1,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓外購入の支出について
82,787

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 筆ペン他購入の支出について
49,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 セメント　外　購入の支出について
38,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 縫い糸　外購入の支出について
246,186

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 無停電電源装置他１点購入の支出について
64,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 乾燥機　外購入の支出について
55,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タオルハンガー　購入の支出について
13,413

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カット綿外購入の支出について
60,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
46,278

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインテープ外購入の支出について
50,936
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 モニター付ワイヤレス子機外購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 走り高跳び用バー外購入の支出について
131,814

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スポーツシート購入の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ファックス用トナーカートリッジ　外　購入の支出について
79,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 英語ＫＡＭＩＳＨＩＢＡＩ外購入の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
38,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ　購入の支出について
24,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤　外購入の支出について
16,329

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根外購入の支出について
39,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 作文練習プリント外の購入の支出について
12,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スイッチ　外購入の支出について
43,713

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 二酸化塩素発生剤　外購入の支出について
56,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーレーザートナーカートリッジ購入の支出について
84,909

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドボールゴールネット購入の支出について
54,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 災害用イベントキャップ購入の支出について
63,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 名刺用紙外　購入の支出について
31,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 はっぴ購入の支出について
46,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスストーブ購入の支出について
74,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 南京錠　外購入の支出について
38,917

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルビデオカメラバッテリー他２８点購入の支出について
107,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 副木　外　購入の支出について
60,922

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙（Ｂ４）外の購入の支出について
65,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙（Ａ４）外　購入の支出について
10,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テニスボール　外　購入の支出について
151,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引き　ＮＯ．２　印刷の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引き　購入の支出について
61,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室照明器具修理の支出について
17,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 第１理科室プロジェクター等設置工事の支出について
224,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 技術室扉ガラス補修工事の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 チューバ　外　楽器修理の支出について
62,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホルン　修理の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 懸垂幕修繕の支出について
46,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＣＤデッキ修理の支出について
20,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 インクジェットプリンター修理の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 アップライトピアノ　修理の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 アップライトピアノの調律にかかる支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 実用英語技能検定　検定料の支出について
83,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「世界音楽の旅」公演委託の支出について
400,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞会演劇上演業務委託の支出について
450,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「中国民族芸術」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 「和太鼓」公演業務委託の支出について
420,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木の剪定・伐採の処分業務委託の支出について
98,683

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「車椅子バスケット」公演業務委託の支出について
110,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 「ジャズオーケストラ合奏」公演業務委託の支出について
450,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見にかかる高速道路使用料外の支出について
11,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン購入の支出について
123,120
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 モニター付ワイヤレス子機外購入の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動刃物とぎ機　購入の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ラインテープ外購入の支出について
67,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「自分をつくるテツガク」外」購入の支出について
189,658

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「七夜物語（上）」外購入の支出について
287,534

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払い機取扱業務他受講料の支出について
71,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし取り替え作業受講他の支出について
6,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別教育受講料の支出について
15,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料（新規）の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 「ＳＳＨ科学基礎演習」にかかるＴＡ謝礼金の支出について
7,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（１１月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 「ＳＳＨ科学基礎演習」にかかるＴＡ謝礼金の支出について
7,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 美術科１０月分モデル謝礼の支出について
96,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ケントボード他の購入経費の支出について
49,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館用図書「キノの旅１８」　他の購入の支出について
12,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンター用トナーカートリッジ他購入の支出について
17,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットカートリッジ　他の購入の支出について
87,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ外購入の支出について
49,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド購入の支出について
19,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ハブ胴外購入の支出について
66,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 溶接ワイヤー　他の購入の支出について
28,738

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布　他の購入の支出について
111,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンター　外の購入の支出について
91,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー機他の購入の支出について
66,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 中学生体験入学用　グランド原紙購入の支出について
36,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 水温計外購入の支出について
74,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 後期学級写真の現像・プリントの支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 エレメント加工室照明スイッチ取替工事の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタル製版一体型印刷機修理の支出について
25,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 女子更衣室電気湯沸器修理の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 文化祭用大道具等物品運搬料の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 体験学習　大型バス賃借料の支出について
499,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「キノの旅１８」　他の購入の支出について
76,119

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「すえずえ」他購入の支出について
137,301

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「感性の限界」外購入の支出について
248,577

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「悟浄出立」外の購入の支出について
80,763

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 後期現場実習講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略予算にかかる研修会　講師謝礼の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 インパクトドライバー　外　購入の支出について
46,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ふきん　他　購入の支出について
17,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 書写水書用半紙　他　購入の支出について
139,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 業務用掃除機修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 自転車　購入の支出について
86,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 レールフック購入の支出について
126,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 小型湯沸器　購入の支出について
29,592
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 光源装置外購入の支出について
61,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 卓上木琴　他　の購入の支出について
60,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カラーマグネット　購入の支出について
5,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カゴ台車外の購入の支出について
115,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サッカーボール購入の支出について
22,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ハードル外購入の支出について
63,153

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子ピストル　外１点の購入の支出について
37,179

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ティンパニーマレット外購入の支出について
9,363

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 団体用ナワトビ　他購入の支出について
68,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 洗濯機　購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マグネットシート黒板外購入の支出について
79,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 シリンダー南京錠他購入の支出について
22,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 シューズボックス　購入の支出について
37,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛時計購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 加湿器　購入の支出について
7,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 日章旗　購入の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取り替え工事の支出について
98,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎Ｂ棟４階男子トイレの天井漏水補修の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館緞帳操作用スイッチ補修工事の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールシール打替え補修工事の支出について
136,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 高置水槽通気管笠部修繕の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置排水管漏水補修工事の支出について
165,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室屋上排気ファン不良補修工事の支出について
239,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室トイレ詰まり修繕の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 部活倉庫扉３箇所補修の支出について
44,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 南門自転車置場照明設備工事の支出について
177,919

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 保健室洗濯機設置用水道及び電気等工事の支出について
188,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 プール用タラップの設置工事の支出について
213,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 図書室用書架の購入の支出について
384,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 壁掛けスピーカー購入の支出について
302,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ドラムセット購入の支出について
50,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 立奏木琴購入の支出について
120,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 苗（ブロッコリー）他購入の支出について
13,341

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 画用紙　他　購入の支出について
30,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 球根　クロッカス　他　の購入の支出について
14,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 グラウンドマーカー購入の支出について
3,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 電気使用料（１０月分）　　　　　　　　　の支出について
2,843,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 門扉電気錠配線等修理工事の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援グループ研究の講師謝礼金の支出について
22,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援グループ研究の講師謝礼金の支出について
20,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科特別授業にかかる講師謝礼金の支出について
6,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 子ども文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習（お話会）にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習（お話会）にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習（お話会）にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科研究討議会にかかる講師謝礼金の支出について
7,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 盲導犬についての講和にかかわる講師謝礼の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 盲導犬・アイマスク体験講師謝礼金の支出について
11,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科特別授業（１１／６）にかかる講師謝礼金の支出について
6,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 子ども文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 子ども文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 子ども文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 子ども文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 授業研究・研修会指導助言にかかる講師料の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 子ども文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「英語学習」の講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リボンテープ他購入の支出について
17,874

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスコンロ　外購入の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 構音指導のためのイラスト集　外　購入の支出について
31,842

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤　外　購入の支出について
124,815

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画和紙外購入の支出について
77,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 天王寺七坂巡り体験にかかる資料代（１１／２７）の支出について
7,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教育用プログラミングロボット教材　購入の支出について
369,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙、いろがみ購入の支出について
18,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ外購入の支出について
44,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙外購入の支出について
113,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土他購入の支出について
26,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塩酸　外購入の支出について
70,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
56,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フレキシブルマイク他購入の支出について
66,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤　ほかの購入の支出について
28,405

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土俵マット外購入の支出について
109,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ外購入の支出について
26,211

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 試験管他購入の支出について
16,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用せっけん液外の購入の支出について
63,553

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用インキ他１９点の購入の支出について
87,051

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
85,039

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンテナ　購入の支出について
24,883

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土ほか２点購入の支出について
48,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性つやだしニス　外　購入の支出について
78,917

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
65,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土購入の支出について
10,929

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハッピー・メリー・クリスマス他楽譜購入の支出について
4,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふるい外購入の支出について
53,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビオラ（苗）　外購入の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 地域体験学習　講師記念品購入（１１／２６）の支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールシート、刷毛保存箱等購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（１０月分）　　　　　　　　　の支出について
81,944,757

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
17,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 コンセント補修工事の支出について
18,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 水道管亀裂補修工事の支出について
55,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室屋上排気ファン不良修理の支出について
71,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ブレーカー取替工事の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室東側　バルブ漏水補修工事の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修繕の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室フードスライサー修理の支出について
15,120



平成26年度（平成26年11月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校舎３階６年教室廊下照明器具修理の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学にかかる参加児童交通費および見学料の支出について
1,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学に係る交通費及び入館料（１１／２７）の支出について
9,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学にかかる児童の交通費及び観覧料の支出について
8,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習に係る参加児童交通費（１１／２７）の支出について
2,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 小学校合同音楽鑑賞会にかかる児童交通費の支出について
24,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年社会見学にかかる付添教職員観覧料１１／２７の支出について
720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年社会見学にかかる参加児童交通費および見学料の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学に係る交通費及び入館料（１１／２７）の支出について
8,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年社会見学にかかる児童の交通費及び観覧料の支出について
10,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板　外（仕様書）購入の支出について
872,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ひな段　外（仕様書）購入の支出について
1,043,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 土俵マット外購入の支出について
148,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書籍用ワゴン購入の支出について
311,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アームチェアー　外（仕様書）購入の支出について
349,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 卓上アンプ講堂放送室用購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 盾　購入の支出について
24,445

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 精製水　外　　購入の支出について
39,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 苗外購入の支出について
41,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 万能刷毛　ほか　購入の支出について
28,566

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ファクシミリ、他購入の支出について
46,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック購入の支出について
42,379

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 油引き油　外　購入の支出について
49,302

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
50,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卵焼き器、他購入の支出について
57,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他　購入の支出について
38,227

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 二酸化塩素発生剤外購入の支出について
60,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ネット包帯、他購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用防藻剤　購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ウレタンフォームラップ、他購入の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（１０月分）　　　　　　　　　の支出について
42,000,809

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 技術室裏樋補修工事の支出について
85,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館階段出入口扉補修工事の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット　他　楽器修理の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪市内地下鉄ラリーにかかる参加生徒交通費の支出について
183,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ２０１４年度第２回英語検定料の支出について
659,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
90,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「古典落語・寄席」公演業務委託の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板　外（仕様書）購入の支出について
2,248,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 クラリネット　購入の支出について
208,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤安全衛生教育外講習受講料の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（１０月分）　　　　　　　　　の支出について
588,098

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（１０月分）　　　　　　　　　の支出について
21,942,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（１０月分）　　　　　　　　　の支出について
5,312,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 帆布シート　購入の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケットボール購入の支出について
130,464
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ハードルほか　購入の支出について
58,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 液晶テレビ３２型の購入の支出について
80,002

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 消火用ポリバケツ購入の支出について
12,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 メタルシェルフ　４段　購入の支出について
13,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館屋上雨漏り修繕工事の支出について
615,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館屋根軒樋内部防水補修工事の支出について
79,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関　フロアーヒンジ取替工事の支出について
327,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
8,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 タイル補修工事の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 給食室コンセント増設工事の支出について
53,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 アコーディオン　の購入の支出について
334,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
2,311

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
6,933

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 舞台公演借上げ料の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 上質紙　外購入の支出について
11,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ヒヤシンスポット購入の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学習教育研究協議会兵庫大会資料代（１１／２８）の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 近畿放送教育・近畿学校視聴覚教育研究大会参加費の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 第１７回近畿生活総合研究大会参加費１１／２８の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 第１７回近畿生活総合研究大会参加費１１／２８の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 鍛え直しプログラムにおける講師への報償費の支出について
10,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 伝統楽器教室にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育課程内実践（１年）にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 鍛え直しプログラムにおける講師への報償費の支出について
20,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 鍛え直しプログラムにおける講師への報償費の支出について
16,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ダブルダッチ出前授業にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 グランドゴルフ体験学習講師謝礼の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ネイチャーゲーム講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 伝統楽器教室にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ダブルダッチ出前授業にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域懇談会にかかる講師謝礼金（１１／８）の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 グランドゴルフ体験学習講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 鍛え直しプログラムにおける講師への報償費の支出について
18,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 グランドゴルフ体験学習講師謝礼の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 伝統楽器教室にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域懇談会にかかる講師謝礼金（１１／８）の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域懇談会にかかる講師謝礼金（１１／８）の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 伝統楽器教室にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 鍛え直しプログラムにおける講師への報償費の支出について
18,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族実践教育にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 鍛え直しプログラムにおける講師への報償費の支出について
20,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アンサンブルオルガン用ヘッドフォン購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＩＨ調理器外購入の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外８点購入の支出について
80,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙購入の支出について
48,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サインペン外の購入の支出について
75,495
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色付き蒸発皿外購入の支出について
59,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙八つ切り他　購入の支出について
49,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土外購入の支出について
43,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タイルカーペット購入の支出について
296,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス購入の支出について
67,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
96,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶プロジェクター　外（仕様書）購入の支出について
307,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クロッカス球根　外購入の支出について
10,297

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 板段ボールほか購入の支出について
31,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両面色ちがい造形紙外の購入の支出について
21,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル教科書　外（仕様書）購入の支出について
650,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外購入の支出について
36,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耐水性工作ニス外購入の支出について
33,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 板段ボール他　購入の支出について
24,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 透明ガラス購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業に伴う培養土購入　１１／２８の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大判プリンタ用インク　外　購入の支出について
77,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 目薬外購入の支出について
8,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 セットトップボックス　他　購入の支出について
10,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ錠購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ノースポールの苗　外　購入の支出について
50,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 養生テープ　外　購入の支出について
29,863

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙ねんど外購入の支出について
126,133

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　の購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
23,113

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブルーシート外購入の支出について
43,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 写真紙他購入の支出について
12,169

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 創立１０周年記念式典にかかる盛花購入１１／２７の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジョイントクッション　外（仕様書）購入の支出について
524,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
14,385

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
176,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　８切　１００枚入り外の購入の支出について
82,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布外の購入の支出について
16,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
20,801

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 お芋祭りの材料購入（１１／２８）の支出について
1,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　他　購入の支出について
83,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テプラーカートリッジ購入の支出について
8,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 畳（仕様書）購入の支出について
339,033

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ　外　購入の支出について
54,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外の購入の支出について
161,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙　他購入の支出について
53,345

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子黒板ソフトウェア　他購入の支出について
395,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　他　購入の支出について
66,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒薬（手・指用　１７リットル缶）外　購入の支出について
20,309

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナー外購入の支出について
59,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土購入の支出について
32,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
69,984
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文集「大阪の子」５２号購入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鎮痛消炎剤冷感湿布　外　購入の支出について
61,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業にかかる材料の購入（１１／２８）の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　外購入の支出について
34,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ユニットスツールの購入の支出について
266,658

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作品展示ハンガー　他購入の支出について
52,126

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土購入の支出について
32,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除藻剤　他　購入の支出について
64,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他７点購入の支出について
71,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土購入の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
32,358

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パンジー（苗）の購入の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パンジーの苗外購入の支出について
40,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボールペン　外　購入の支出について
87,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絆創膏他購入の支出について
28,051

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 正面玄関電子錠開錠スイッチ移設工事の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 防鳥工事の支出について
182,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関ガラスの入替補修の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 理科室窓ガラス補修工事の支出について
8,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ウォシュレット取替補修工事の支出について
165,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ５年３組ガラス取替の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 サーバー修理請負の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂舞台照明用スポットライト修理の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ４階トイレリモコンスイッチ取替修理の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
28,771

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室食器洗浄機修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 トイレ電気スイッチ取替工事の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転釜点火不良修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 立奏鉄琴修理の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
31,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室扉の鍵修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室調理用　焼き物機　修理の支出について
30,207

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシンの修理の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室照明器具修理の支出について
42,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機　修理の支出について
11,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスアンプ修理の支出について
25,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ラベルライター　修理の支出について
10,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用カジキマグロ外購入の支出について
69,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用豚肉外購入の支出について
91,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛乳購入の支出について
14,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用デリッシュハンバーグ外購入の支出について
274,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用チョコレート菓子外購入の支出について
317,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛乳外購入の支出について
15,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる交通費（１１／２８）の支出について
23,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習児童交通費（６年生）１１月２８日　歴博の支出について
20,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費・入場料の支出について
15,080
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１１／２８）の支出について
10,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年生社会見学の参加児童交通費（１１／２８）の支出について
19,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 １１月２８日社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
20,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪町探検にかかる参加児童交通費（１１／２８）の支出について
25,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 音楽交流会楽器運搬代の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「柳会（ポドゥルフェ）」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
104,511

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 柳剪定業務委託の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 演劇鑑賞「卵をとるのはだあれ？」公演業務委託の支出について
315,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 演劇鑑賞「京劇　西遊記」他公演業務委託の支出について
267,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ＤＶＤ「国際こどもサミット」の借入の支出について
4,169

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費・入場料の支出について
30,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる付添職員入場料（１１／２８）の支出について
960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 地域体験活動にかかる児童入館料（１１／２８）の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ借入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 セットトップボックス　他　購入の支出について
295,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 締太鼓セット購入の支出について
58,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 集音マイクロホン、ミキサー購入の支出について
242,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　外（仕様書）購入の支出について
6,433,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用　小学国語辞典　購入の支出について
64,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ぼくが恐竜だったとき」　外購入の支出について
244,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「おばけのナンダッケ」外購入の支出について
301,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール外購入の支出について
131,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サージカルテープ　外の購入の支出について
63,709

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー機用コピーセットの購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハーモニーディレクター　外　購入の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 豆電球ホルダー　外の購入の支出について
73,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鎮痛消炎剤外購入の支出について
21,319

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クレヨン　外購入の支出について
61,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットフック他購入の支出について
29,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 台所用洗剤　ほかの購入にかかる支出について
21,723

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレスシリンダー栓錠購入の支出について
23,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷却シート外購入の支出について
47,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインテープ外購入の支出について
203,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消しゴム外　購入　の支出について
112,782

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
9,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ツーダウンクリップ外購入の支出について
48,847

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電球外購入の支出について
39,906

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤外購入の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード購入の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピーペーパー購入の支出について
1,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他購入の支出について
44,161

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
53,157

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
4,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階南館トイレ　ガラス補修の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 男子トイレ及び音楽室照明スイッチ配線工事の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 美術室前廊下　ガラス補修にかかる支出について
4,104
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎屋根補修工事の支出について
156,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 保健室手洗い場排水管取替工事の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタル製版一体型印刷機修理の支出について
8,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 スピーカー修理の支出について
160,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピッコロ外修理の支出について
175,889

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 全自動高圧蒸気滅菌器修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用ヨーグルト外購入の支出について
34,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛乳購入の支出について
16,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用レタス外購入の支出について
88,117

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛肉外購入の支出について
36,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用クロワッサン外購入の支出について
15,179

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用柿外購入の支出について
172,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 奏楽部楽器運搬の支出について
171,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷凍設備定期自主検査　請負の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「独楽による和楽器鑑賞会」公演業務委託の支出について
405,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 ミュージカル「オズの魔法使い」公演　業務委託の支出について
450,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 演劇鑑賞会「オズの魔法使い」　公演業務委託の支出について
450,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 スクール演劇会　業務委託の支出について
400,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞公演委託業務の支出について
450,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞アフリカの音楽「魂の鼓動」公演業務委託の支出について
450,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 視力検査器購入の支出について
106,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　外（仕様書）購入の支出について
475,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ハーモニーディレクター　外　購入の支出について
115,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「歴史秘話ヒストリア」外購入の支出について
274,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱い　外　受講料の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱作業者安全衛生教育　外　受講料の支出について
13,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育自由研削といし受講料の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石試運転取替講習受講料（１１／２８）の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 有機溶剤業務従事者労働衛生教育講習受講料の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育自由研削といし受講料の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
6,933

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＳ４００丸棒購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 グランド使用料（１１月２８日）の支出について
86,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 近畿放送教育研究大会参加費（１１／２８）の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 中学部２年　職場見学　生徒交通費（１１／２８）の支出について
540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 運動会用ＣＤ　購入の支出について
22,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 色付き大玉　外の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 手洗鉢台購入の支出について
10,739

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＤＶＤプレーヤー外購入の支出について
30,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 池ろ過機（ウオータークリーナー）購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子ディスクグラインダ（自由研削盤）外購入の支出について
75,546

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 位取り数のしくみ説明板外購入の支出について
86,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ネックストラップ　外　購入の支出について
79,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マグネットシート黒板の購入の支出について
31,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２号館屋上庇上裏補修工事の支出について
903,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガスヒーポン修理の支出について
204,179

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室・保健室ＧＨＰ室内機補修の支出について
414,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給水ポンプ修繕工事の支出について
172,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂水銀ランプ及び保安灯取替の支出について
175,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ排水不良修理の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室照明器具配線補修工事の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室照明器具補修工事の支出について
248,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室扉の鍵補修工事の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 分校スピーカー増設工事の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上フェンス取付工事の支出について
103,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室　手洗器取替工事の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階　階段前防火扉修理の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階廊下絶縁不良補修工事の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 スチーム式加湿器　購入の支出について
45,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 会議用テーブル　他購入の支出について
274,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プリンタインク　黒　外３件　購入の支出について
13,629

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 木工用接着剤外の購入の支出について
15,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ポスターカラー（幼児用）の購入の支出について
42,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 苗　ブロッコリー外の購入にかかる支出について
13,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 プール給水口漏水修繕工事の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 避難所訓練合宿講話にかかる講師謝礼金の支出について
89,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 算数研究授業参観・指導助言にかかる講師謝礼の支出について
23,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 オリジナルポケットティッシュ購入経費の支出について
29,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 正木考昌先生算数道場＆講座資料代（１１／３０）の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教材パワーポイント「６年生の自分探し」外購入の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　図書購入費 書籍「身近な地名で知る日本」ほか　購入の支出について
97,223

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 ＰＣソフト購入の支出について
280,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会読み聞かせ講師謝礼料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 読み聞かせ（１０／３０）に係る講師謝礼の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会にかかる講師謝礼金の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年コリアタウン見学説明にかかる講師謝礼金の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会読み聞かせ講師謝礼料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 絵本作り講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育６年授業実践にかかる民族講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 異文化体験にかかる講師謝礼金の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育学習講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会読み聞かせ講師謝礼料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会読み聞かせ講師謝礼料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 算数科研修会にかかる講師謝礼金の支出について
32,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会読み聞かせ講師謝礼料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科授業研究会における講師謝礼金の支出について
12,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 伝承遊びの指導　講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育学習講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 絵本作り講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼の支出について
8,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 子ども文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 子ども文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 太鼓指導講師謝礼金の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 絵本作り講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略予算（盲導犬体験学習）講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 絵本作り講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国・朝鮮文化体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「チャレンジ小学国語辞典第５版」の購入の支出について
253,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 固形パラフィン外購入の支出について
44,874

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ごみ箱　外購入の支出について
30,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用図書「頭のいい子を…」　外購入の支出について
14,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット型端末カバー　購入の支出について
22,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙、模造紙、プラ板他購入の支出について
19,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他購入の支出について
98,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 燃焼実験ベース外購入の支出について
55,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン引き粉購入の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絵本「大阪うまいもんのうた」外購入の支出について
9,694

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　外購入の支出について
34,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪町探検講師への記念品（花鉢）購入の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 式典用生花購入の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンター用インク　他　購入の支出について
59,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量紙粘土、書初め半紙、台紙、和紙購入の支出について
41,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土購入の支出について
7,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 茶筌外購入の支出について
15,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作品展示用ホルダー　外　購入の支出について
71,881

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジサッカーボール１４個購入の支出について
36,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞　５３０部印刷の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞　印刷の支出について
29,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 パイプスペース排水管補修工事の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修の支出について
5,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 低鉄棒修理の支出について
34,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 音楽室入口扉鍵分解修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修繕の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫の修繕の支出について
167,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫外リサイクル処分事業の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫外リサイクル処分事業の支出について
25,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　損害保険料 土曜授業にかかる教育活動支援員保険料１１／２９の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞会『民族楽器・地球まるごと』業務委託の支出について
297,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 演劇鑑賞会「きずだらけのリンゴ」公演業務委託の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ハルカス３００展望台入場料の支出について
42,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 自然体験学習下見用高速道路通行料（１１／２９）の支出について
6,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 講義卓　購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーソナルコンピューター（集約物品）購入の支出について
2,670,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 Ｌ型運搬車購入の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「よーし、よし！」外　購入の支出について
30,514

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書一式（仕様書）購入の支出について
801,127
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石業務に係る特別教育受講料の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 丸のこ盤講習会費の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 管理作業員のアーク溶接講習受講料の支出について
30,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具講習会費の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽部指導にかかる講師謝礼金の支出について
11,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 特別支援教育にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 障がい者スポ－ツ体験講座にかかる講師料の支出について
70,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 英語検定面接指導講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゲームシャツ外購入の支出について
99,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 粘着フック　外　購入の支出について
77,171

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 避難所ボード　外　の購入の支出について
217,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 花の苗　外の購入の支出について
44,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 集成材他　購入の支出について
73,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガラス管外購入の支出について
4,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺　外　購入の支出について
130,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削と石の取替え等の業務特別教育受講料の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 国語指導ＣＤ　購入の支出について
63,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－ＲＯＭ高校入試問題工房５教科セット外購入の支出について
59,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削用といし　特別教育　受講料の支出について
1,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 角バット　他　購入の支出について
67,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 照明器具修理の支出について
20,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 「津軽三味線と和太鼓の競演」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞　人権講演及びパフォーマンス　業務委託の支出について
250,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 下福島グランド使用にかかる使用料（１１／２８）の支出について
129,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 蒲生公園（野球場）使用料１２月分（１１／２８）の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント購入の支出について
183,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ピンスポットライト　の購入の支出について
264,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーソナルコンピューター（集約物品）購入の支出について
2,543,551

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤外　受講料の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱者特別講習　受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削と石の取替え等の業務特別教育受講料の支出について
9,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削用といし　特別教育　受講料の支出について
6,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 丸のこ等取扱い従事者安全衛生教育受講料の支出について
10,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 粉塵作業特別教育受講料外の支出について
22,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 第４回　国語科特別講義講師謝礼金の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ＥＢＣ講師謝礼金の支出について
90,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（１１月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 人権研修会にかかる講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 人権研修会にかかる講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「簿記検定模擬問題集」他　購入の支出について
35,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 カメラ付玄関子機他購入の支出について
154,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板購入の支出について
10,773

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー他購入の支出について
106,839

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シナベニヤの購入の支出について
16,135

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 養生用テープ外購入の支出について
21,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教授用書籍の購入経費の支出について
17,570



平成26年度（平成26年11月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 体育教官室用プリンタートナー購入の支出について
76,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 「大学入試シリーズ（赤本）」外の購入の支出について
70,187

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コードリール外購入の支出について
23,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 湯沸器購入の支出について
36,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スタッキングテーブル購入の支出について
160,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 転写シート外購入の支出について
16,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ガンタッカ外購入の支出について
28,738

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館北側外灯取付補修工事の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 第２体育館緞帳絶縁改修工事の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 書道室天井内排水管漏水補修工事の支出について
61,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ドラム式電気洗濯乾燥機修理請負経費の支出について
12,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 会議室照明器具取替修理の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーソナルコンピューター（集約物品）購入の支出について
1,398,953

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「春の庭」外購入の支出について
78,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「嫌われる勇気」外の購入の支出について
192,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 「とりかえ・ばや」他図書室用書籍購入経費の支出について
47,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 書籍「簿記検定模擬問題集」他　購入の支出について
54,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 近畿放送教育研究大会　外の参加費（１１／２８）の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別教育受講料の支出について
15,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 管理作業員技能講習にかかる受講料の支出について
15,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 普通科　現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 普通科　現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 校内研修会にかかる講師謝礼の支出について
15,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 苗　他　購入の支出について
20,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書　「科学と人間生活」外　購入の支出について
204,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ダンボール箱外購入の支出について
94,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 平紐手提げ袋　他購入の支出について
5,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板外購入の支出について
12,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス網杓子　外　購入の支出について
16,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 養生用テープ　外購入の支出について
33,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス取替工事の支出について
45,489

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関ドア錠補修工事の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス取替工事の支出について
6,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館舞台幕　補修工事の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜　修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機の修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
35,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 窓付きシューズボックス購入の支出について
64,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットエアコン　購入の支出について
181,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーソナルコンピューター（集約物品）購入の支出について
254,355

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 剣道用審判旗外購入の支出について
7,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 光学台　外　購入の支出について
107,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 回路計他　購入の支出について
69,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 加湿器　外購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　　　スピーカの購入の支出について
116,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カゴ車　購入の支出について
32,184
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　　　ワイパー　他の購入の支出について
7,873

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 巻尺（１００ｍ）　他　の購入の支出について
26,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 下水管及び会所通管補修工事の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館舞台付近外壁漏水及び側溝部漏水外補修工事の支出について
896,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 引込配管補修工事の支出について
42,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎プール給水管破裂による漏水他補修の支出について
561,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関自動扉修理の支出について
756,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明スイッチ補修工事の支出について
51,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 パーソナルコンピューター（集約物品）購入の支出について
6,740,411

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 巻尺（１００ｍ）　他　の購入の支出について
77,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　　　ワイパー　他の購入の支出について
62,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 加湿器　外購入の支出について
52,920

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
10,926

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
8,928

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
1,080

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
216,020

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
29,520

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
17,870

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
42,104

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
21,548

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
1,808

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
25,145

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
727,367

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
3,720

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
1,380

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
576

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
1,400

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
3,040

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
250

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
504

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
250

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
530

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
666

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
2,460

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
220

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
66,224

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
504

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
10,348

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
260

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
992

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
504

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
1,312

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
46,204

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
420

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
162

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
240

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
2,300
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教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
1,565

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
756

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
504

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
16,500

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
576

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
400

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
437,952

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
300

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
576

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
160

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
432

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
1,650

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
740

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
64,420

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
480

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
900

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
40,426

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
7,760

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
1,160

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
748,304

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
360

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
2,524

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１０月分）の支出について
87,178

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
2,820

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
21,960

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
2,610

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
326,245

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
24,320

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
274,190

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成26年11月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
4,732

消防局 総務課 平成26年11月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 予防課用管外出張旅費の支出について（火災調査研究発表会）
9,240

消防局 総務課 平成26年11月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 規制課用管外出張旅費の支出について（第６３回全国消防長会危険物委員会及び同常任委員会）
38,590

消防局 総務課 平成26年11月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 救急課用管外出張旅費の支出について（日本臨床救急医学会第４回総務委員会）
380

消防局 総務課 平成26年11月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用管外出張旅費の支出について（第２０回全国消防長会警防防災委員会）
6,940

消防局 総務課 平成26年11月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 事務連絡用　郵便切手２８０円ほか８点の購入並びに同経費の支出について
294,650

消防局 総務課 平成26年11月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　北消防署外８９か所定期清掃業務委託経費の支出について（第２四半期分）
3,578,261

消防局 総務課 平成26年11月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 予防広報用　電話使用料（広報パソコンプロバイダ料）の支出について（消防局９月分）
2,624

消防局 総務課 平成26年11月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用　電話使用料（消防局）の支出について（９月分）
8,109

消防局 総務課 平成26年11月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「高圧ガス保安法令例規集追録２３０号ほか２点買入」購入経費の支出について
13,045

消防局 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ホワイトボードマーカーほか３６点の購入経費の支出について
164,829

消防局 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎ほか８８か所産業廃棄物収集運搬処理業務委託料（９月分）の支出について
149,688

消防局 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　航空隊基地水道料金の支出について（９月分）
2,721

消防局 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　道頓堀出張所電気・水道料金の支出について（１０月分）
319,158

消防局 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 産業廃棄物用　電子マニフェスト使用に伴う手数料の支出について（７～９月）
16,578

消防局 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２７年大阪市消防出初式用　駐車場賃貸借料の支出について
21,600

消防局 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 ヘリ動態管理用　データサービス利用料金（消防局９月分）に伴う経費の支出について
16,318

消防局 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　電話使用料（方面隊イリジウム）の支出について（消防局９月分）
5,000

消防局 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用　電話使用料（消防局）の支出について（１０月分）
5,471
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消防局 総務課 平成26年11月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 警防課用　会議費の支出について（平成26年度消防通信連絡会幹事会　平成26年11月13日開催）
4,000

消防局 総務課 平成26年11月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 総務課用　平成２６年度五都市消防長会議の開催に伴う会議費の支出について（平成２６年１１月１３日開催）
4,000

消防局 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　産業廃棄物（粗大ゴミ）収集運搬処理業務委託その２（単価契約）経費の支出について（第１回）
1,075,118

消防局 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局高度専門教育訓練センター定期清掃業務委託料の支出について（９月分）
14,256

消防局 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 人事課用管外出張旅費の支出について（平成２６年度消防団員等公務災害補償等全国研修会）
29,230

消防局 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 予防課用管外出張旅費の支出について（平成２６年度大都市消防防災研究機関連絡会）
29,160

消防局 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 庁舎管理用　ＬＰＧ料金の支出について（１０月分）
24,178

消防局 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　地域冷暖房ガス料金の支出について（１０月分）
304,231

消防局 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用電話使用料（第２井筒マンション・小川ハイツ６０３号室）の支出について（消防局１０月分）
5,406

消防局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（１０月分）
3,702

消防局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「現行法規総覧追録９６６－１０００号ほか２点」の購入経費の支出について
53,479

消防局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「航空路誌改訂版０６８号ほか１点」購入経費の支出について
7,180

消防局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「電波法令集追録４５号ほか１点」の購入経費の支出について
9,612

消防局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（１０月分）
3,702

消防局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（１０月分）
7,403

消防局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）　管理費
9,156

消防局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 平成２７年大阪市消防出初式用　平成２７年大阪市消防出初式用ステンレス製水筒ほか４点の購入経費の支出について
101,304

消防局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　梅田出張所光熱水費の支出について（１０月分）
228,743

消防局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）　管理費
540

消防局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）　管理費
11,640

消防局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）　運営費
40,699

消防局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）　運営費
17,820

消防局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用電話使用料（シティコーポ今福鶴見・藤和ライブタウン八尾南）の支出について（消防局１０月分）
5,363

消防局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）　２部
12,147

消防局 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用管外出張旅費の支出について（平成26年度第1回緊急消防援助隊運用調整会議）
1,010

消防局 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 救急課用管外出張旅費の支出について（平成２６年度第１回救急業務のあり方に関する検討会）
1,490

消防局 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（総務課外５台）の経費の支出について（１０月分）
203,253

消防局 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用乾式電子複写機及び関連消耗品（情報システム課外５台）の経費の支出について（１０月分）
120,998

消防局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 救急課用管外出張旅費の支出について（平成26年度秋季全国消防長会救急委員会常任委員会の開催に伴う職員派遣）
15,280

消防局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 人事課用管外出張旅費の支出について（第９０回七都市人事担当者会議）
27,160

消防局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１０月分）
172,080

消防局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 警防活動用　高所カメラ（あべのハルカス）電気料金の支出について（１０月分）
32,400

消防局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 警防活動用　高所カメラ（ＯＡＰ）電気料金の支出について（１２月分）
16,347

消防局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎外８８か所一般廃棄物収集運搬業務委託料（１０月分）の支出について（単価契約）
377,732

消防局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　平成２６年度大阪市消防局庁舎清掃業務委託の支出について（１０月分）
794,340

消防局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局高度専門教育訓練センター定期清掃業務委託料の支出について（１０月分）
84,875

消防局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎受付案内業務委託料（１０月分）の支出について（平成２６年度）
341,852

消防局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用電話使用料（アイサットフォン・ＢＧＡＮ衛星携帯電話）の支出について（消防局１０月分）
20,618

消防局 人事課 平成26年11月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 職員採用用　雇入れ時健康診断業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（平成２６年１０月採用予定者分）
352,663

消防局 人事課 平成26年11月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 衛生管理用　女性用診察衣の購入経費の支出について
12,700

消防局 人事課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 職員衛生管理用　消防庁舎衛生害虫駆除業務委託に係る経費の支出について
81,000

消防局 施設課 平成26年11月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　分担金 此花総合センタービル（此花消防署西九条出張所）管理業務に伴う分担金の支出について（前期分）
97,972

消防局 施設課 平成26年11月05日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　生野消防署非常用発電設備その他改修機械設備工事の前払金の支出について
8,320,000

消防局 施設課 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　鶴見消防署今津出張所オーバーヘッドドア補修工事に係る経費の支出について
810,000

消防局 施設課 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　軽油（消防局）第２四半期分（９月分）の支出について
1,550,304

消防局 施設課 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　揮発油（消防局）第２四半期分（９月分）の支出について
5,590,944

消防局 施設課 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　揮発油（レギュラー）スタンド給油分（消防局）の支出について（９月分）
3,536,896

消防局 施設課 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 消防艇用燃料　軽油（消防局）第２四半期（水上消防署）の支出について（９月分）
388,368
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消防局 施設課 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 消防ヘリコプター用燃料（９月分）の支出について
1,932,200

消防局 施設課 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　揮発油（レギュラー）スタンド給油分（旭消防署）の支出について（９月分）
198,653

消防局 施設課 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　軽油スタンド給油分（旭消防署）の支出について（９月分）
84,467

消防局 施設課 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 消防艇用燃料　免税軽油（消防局船舶）第２四半期分（９月分）の支出について（ゆめしま）
13,996

消防局 施設課 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　軽油スタンド給油分（消防局）の支出について（９月分）
1,367,264

消防局 施設課 平成26年11月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　中央消防署上町出張所待機室空調設備補修工事に係る経費の支出について
388,800

消防局 施設課 平成26年11月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎管理用　東方面隊事務室空調機修理に係る経費の支出について
57,240

消防局 施設課 平成26年11月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　ガス吸収式冷温水機保守管理業務委託料の支出について（中期分）
2,799,630

消防局 施設課 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　ガステーブルコンロほか３点の購入経費の支出について
217,620

消防局 施設課 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 庁舎管理用　ガステーブルコンロほか３点の購入経費の支出について
2,592

消防局 施設課 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 備品購入費　庁用器具費 庁舎管理用　ガステーブルコンロほか３点の購入経費の支出について
108,000

消防局 施設課 平成26年11月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 備品購入費　機械器具費 庁舎管理用　シュレッダーの購入経費の支出について
113,940

消防局 施設課 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 災害対応用　港消防署災害待機宿舎施設管理委託料の支出について（11月分）
6,200

消防局 施設課 平成26年11月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 営繕事務用　設備と管理ほか２３点の図書購入経費の支出について（第２四半期分）
43,704

消防局 施設課 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　ガス衣類乾燥機ほか１点の購入経費の支出について
21,600

消防局 施設課 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 庁舎管理用　ガス衣類乾燥機ほか１点の購入経費の支出について
10,368

消防局 施設課 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　北消防署梅田出張所施設管理委託料の支出について（11月分）
370,734

消防局 施設課 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用　宿舎（グラーサ銀座イースト）賃貸借契約に伴う賃借料の支出について（12月分）
88,500

消防局 施設課 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 備品購入費　庁用器具費 庁舎管理用　ガス衣類乾燥機ほか１点の購入経費の支出について
327,672

消防局 施設課 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用　北消防署梅田出張所修繕積立金の支出について（11月分）
105,024

消防局 施設課 平成26年11月25日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 役務費　手数料 災害対応用　城東仮災害待機宿舎の新規賃貸借契約締結に伴う経費の支出について
75,600

消防局 施設課 平成26年11月25日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 役務費　火災保険料 災害対応用　城東仮災害待機宿舎の新規賃貸借契約締結に伴う経費の支出について
22,000

消防局 施設課 平成26年11月25日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　城東仮災害待機宿舎の新規賃貸借契約締結に伴う経費の支出について
380,000

消防局 施設課 平成26年11月26日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　生野消防署非常用発電設備その他改修建築工事の前払金の支出について
7,670,000

消防局 施設課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　鶴見消防署外１箇所エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）10月分
201,312

消防局 施設課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　水上消防署エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）10月分
61,020

消防局 施設課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　中央消防署施設管理委託料の支出について（12月分）
21,344

消防局 施設課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　浪速消防署エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）10月分
60,696

消防局 施設課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　東淀川消防署エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）10月分
59,400

消防局 施設課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　西成消防署外４箇所エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）10月分
270,000

消防局 施設課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用　宿舎（菱和パレス銀座東）賃借料の支出について（12月分）
87,500

消防局 施設課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用　宿舎（パレステュディオ四谷）賃貸借契約に伴う賃借料の支出について（12月分）
94,500

消防局 施設課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 災害対策用　災害待機宿舎（あべのシャルム）管理委託・修繕積立金の支出について（12月分）
34,978

消防局 施設課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 災害対応用　災害待機宿舎（シティーコーポ今福鶴見）管理委託料の支出について（12月分）
18,400

消防局 施設課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　災害待機宿舎（藤和ライブタウン）賃借料の支出について（12月分）
85,000

消防局 施設課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　災害待機宿舎（小川ハイツ九条南）賃借料の支出について（12月分）
274,000

消防局 施設課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 高所カメラ情報収集用　機器場所賃借料（あべのハルカス）の支出について（10月分）
129,600

消防局 施設課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 高所カメラ情報収集用機器場所賃借料の支出について（ＯＡＰタワー）（12月分）
7,560

消防局 施設課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　災害待機宿舎（第２井筒マンション）賃借料の支出について（12月分）
100,000

消防局 施設課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 負担金、補助及交付金　分担金 災害対策用　災害待機宿舎（あべのシャルム）管理委託・修繕積立金の支出について（12月分）
13,539

消防局 施設課 平成26年11月28日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　東住吉仮災害待機宿舎（ハイネス田辺）賃借料の支出について（12月分）
92,000

消防局 予防課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　平成２６年度阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（７～９月分）
6,371

消防局 予防課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　平成２６年度阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（７～９月分）
425

消防局 予防課 平成26年11月07日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　平成２６年度阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（７～９月分）
4,461

消防局 予防課 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　平成２６年度阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（７～９月分）
5,242

消防局 予防課 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 防火管理講習等事業用　防火管理講習等受付案内業務委託経費の支出について（第２四半期分）
158,152

消防局 予防課 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 自主防災体制助長用　自主防災指導業務委託の支出について（１０月分）
14,645,970

消防局 予防課 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 自主防火管理体制促進用　消防訓練指導業務委託及び同経費の支出について（10月分）
11,942,280
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消防局 予防課 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 市民啓発用　防災実技講習業務委託経費の支出について（10月分）
830,070

消防局 予防課 平成26年11月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 消防職員用　平成26年度予防技術検定の受検に伴う経費の支出について
61,560

消防局 予防課 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 防火管理講習等事業用　防火管理講習及び防災管理講習に係る謝礼金の支出について（１０月分）
810,240

消防局 予防課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 維持管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２６年度清掃業務委託経費の支出について（１０月分）
122,590

消防局 予防課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 維持管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２６年度清掃業務委託経費の支出について（１０月分）
7,015

消防局 予防課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 維持管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２６年度清掃業務委託経費の支出について（１０月分）
85,730

消防局 予防課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 業務代行用　平成26年度大阪市立阿倍野防災センター管理運営業務経費の支出について（１０月分）
8,007,515

消防局 予防課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 維持管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２６年度清掃業務委託経費の支出について（１０月分）
31,723

消防局 規制課 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 規制課研修用　危険物・高圧ガス規制研修会開催に伴う講師謝礼金の支出について
43,100

消防局 規制課 平成26年11月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 消防用設備等検査用　試験器具（照度計）の検定受検経費の支出について
50,084

消防局 規制課 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 規制課研修用　「高圧ガス保安法の許可、届出に係る運用と解釈」説明会に伴う経費の支出について
9,300

消防局 規制課 平成26年11月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 危険物関係業務用　彫刻機用カーバイトカッターの購入経費の支出について
17,496

消防局 警防課 平成26年11月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 職員研修用　2014年度国際緊急援助隊救助チーム総合訓練視察に伴う経費の支出について
8,040

消防局 警防課 平成26年11月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 職員研修用　第10回ＮＩＲＳ放射線事故初動セミナー受講料の支出について
28,800

消防局 警防課 平成26年11月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　印刷製本費 広報活動用大阪府下警防技術指導会出場啓発ポスター及びリーフレット印刷業務経費の支出について
54,000

消防局 警防課 平成26年11月04日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　新規工事費 此花消防署建設に伴うコンピュータ設備工事経費の支出について
2,581,200

消防局 警防課 平成26年11月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 職員資格用　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習受講経費の支出について
144,000

消防局 警防課 平成26年11月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　はしご車分解整備経費の支出について
19,872,000

消防局 警防課 平成26年11月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２６年度警防活動用回線（天王寺指令センター）利用料の支出について（９月分）
29,764

消防局 警防課 平成26年11月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報・非常参集用プロバイダ等使用料に係る経費の支出について（９月分）
13,321

消防局 警防課 平成26年11月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 航空隊八尾基地機械警備業務委託経費長期継続の支出について（７月、８月、９月分）
21,060

消防局 警防課 平成26年11月06日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　新規工事費 庁舎整備用　此花消防署建設に伴う通信設備工事費の支出について
1,544,400

消防局 警防課 平成26年11月06日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　新規工事費 此花消防署建設に伴う無線設備工事にかかる経費の支出について
486,000

消防局 警防課 平成26年11月06日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 工事請負費　改修工事費 消防活動用　天王寺消防署無線機械室空調設備改修工事に係る経費の支出について
434,160

消防局 警防課 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 救急車の定期点検整備等９月分の追加整備の経費支出について
39,841

消防局 警防課 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 消防車の車検整備等９月分（２）の追加整備の経費支出について
7,971

消防局 警防課 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 消防車の修繕（ラジエータ・ＤＰＤ修繕）　経費の支出について
321,138

消防局 警防課 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 消防車の定期点検整備等９月分（３）の経費の支出について
144,741

消防局 警防課 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 消防車の定期点検整備等９月分（２）の追加整備　経費支出について
8,757

消防局 警防課 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 潜水救助訓練実施に伴う施設使用料の支出について
300,000

消防局 警防課 平成26年11月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車等定期点検整備（３）の経費の支出について
176,958

消防局 警防課 平成26年11月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 消防車の車体表示作業経費の支出について
110,160

消防局 警防課 平成26年11月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 委託研修用　第二級陸上特殊無線技士養成課程の受講並びに同経費の支出について
5,250

消防局 警防課 平成26年11月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 委託研修用　第二級陸上特殊無線技士養成課程の受講並びに同経費の支出について
92,340

消防局 警防課 平成26年11月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　コードリールの購入経費の支出について
85,147

消防局 警防課 平成26年11月13日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救助活動用　発動発電機の購入経費の支出について
781,056

消防局 警防課 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 消防活動用　公設防火水槽用鉄蓋ほか１点買入に伴う経費の支出について
53,827

消防局 警防課 平成26年11月14日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 工事請負費　改修工事費 ヘリコプター「なにわ」６００時間点検整備及びサービスブリテン（ＳＢ）等の実施にかかる経費の支出について
47,881,348

消防局 警防課 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　土木施工単価ほか２点の購入経費の支出について（１回目／全２回）
25,705

消防局 警防課 平成26年11月17日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 旅費　普通旅費 消防自動車（小型タンク車）製造に伴う中間検査出張旅費の支出について
60,200

消防局 警防課 平成26年11月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 職員資格用　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習受講経費の支出について
144,000

消防局 警防課 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 消防艇整備用　潤滑油Ａほか１点　経費支出について
249,480

消防局 警防課 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車の定期点検整備等１０月分の経費支出について
191,989

消防局 警防課 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車の車検整備等９月分（１）の経費の支出について
1,333,553

消防局 警防課 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車等車検整備（２）の経費の支出について
42,120

消防局 警防課 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 負担金、補助及交付金　負担金 消防活動用　平成２６年度消防用水経費の支出について（７月～９月分）
282,914

消防局 警防課 平成26年11月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 災害活動支援隊事務連絡用　通信費（後納料金10月分）の支出について
71,148

消防局 警防課 平成26年11月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 医療用酸素ガス１．８Ｌ買入（単価契約）（７月～９月）に伴う経費の支出について
13,546
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消防局 警防課 平成26年11月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用映像伝送（ネットワーク）回線使用料の経費の支出について（９月分）
10,080

消防局 警防課 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成23年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（１０月分）
366,683

消防局 警防課 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成24年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（１０月分）
468,970

消防局 警防課 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成２５年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（１０月分）
1,203,729

消防局 警防課 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　庁内情報利用パソコン等機器（消防局規制課）一式（三）長期借入に係る経費の支出について（１０月分）
22,032

消防局 警防課 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　庁内情報利用パソコン等機器（消防局規制課）一式（二）長期借入に係る経費の支出について（１０月分）
27,000

消防局 警防課 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成22年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（１０月分）
700,389

消防局 警防課 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　トナーカートリッジ（ブラック）ほか３点の購入経費の支出について
170,262

消防局 警防課 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車等の修繕（２）の経費の支出について
74,520

消防局 警防課 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 消防活動用無線局（船舶局）定期検査手数料の支出について
2,450

消防局 警防課 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　損害保険料 自動車整備用１２月分消防自動車継続検査自動車損害賠償責任保険料１７台分経費の支出について
168,310

消防局 警防課 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用　平成２６年度１万分１精度地図データほか２点借入に伴う経費の支出について（１０月分）
216,000

消防局 警防課 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用　平成２６年度２５００分１精度地図データ借入に伴う経費の支出について（１０月分）
1,252,044

消防局 警防課 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム業務用端末等一式長期借入経費の支出について（１０月分）
1,132,380

消防局 警防課 平成26年11月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 自動車整備用１２月分消防自動車継続検査重量税・手数料１５台分経費の支出について
16,500

消防局 警防課 平成26年11月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 消防活動用無線局点検整備業務委託（船舶局）経費の支出について
226,800

消防局 警防課 平成26年11月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 公課費　公課費 自動車整備用１２月分消防自動車継続検査重量税・手数料１５台分経費の支出について
1,047,200

消防局 警防課 平成26年11月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救助活動用小型船舶定期検査に係る経費の支出について
33,400

消防局 警防課 平成26年11月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救助活動用小型船舶中間検査に係る経費の支出について
16,400

消防局 警防課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員資格取得用　潜水士資格試験受験手数料及びテキスト料の支出について（h26.12）
2,160

消防局 警防課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 職員資格取得用　潜水士資格試験受験手数料及びテキスト料の支出について（h26.12）
6,930

消防局 警防課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 職員資格取得用　潜水士免許申請費用の支出について（試験日：ｈ26.10.10）
3,000

消防局 警防課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 職員資格用　平成26年度危険物取扱者（甲種）試験の養成講習受講に係る経費の支出について（ｈ27．１）
93,900

消防局 警防課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車の定期点検整備等９月分（１）の追加整備　経費支出について
19,548

消防局 警防課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車の車検整備等１０月分の経費支出について
706,627

消防局 警防課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車の車検整備等９月分の追加整備　経費支出について
209,833

消防局 警防課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の定期点検整備等１０月分（２）の経費の支出について
197,618

消防局 警防課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車の車検整備等９月分（１）の追加整備　経費支出について
107,647

消防局 警防課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 消防車の定期点検整備等９月分（１）の経費の支出について
1,007,035

消防局 警防課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の車検整備等１０月分（２）の経費の支出について
431,308

消防局 警防課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２６年度警防活動用専用線・IP回線利用料の支出について（１０月分）
429,840

消防局 警防課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２６年度消防活動用発信地システム使用料の支出について（１０月分）
519,674

消防局 警防課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２６年度消防活動用メール１１９運用サービスの利用料の支出について（１０月分）
216,000

消防局 警防課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 ヘリコプター運航用　航空気象情報支援機器一式の借入経費の支出について（10月分）
280,800

消防局 警防課 平成26年11月28日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 需用費　光熱水費 大震火災対策事業用下水道使用料（一般）１０月分の支出について
53,364

消防局 司令課 平成26年11月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　可搬無線機北方面指揮１の修理経費の支出について
128,088

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年11月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 救急教育用　第３７回救急救命士国家試験問題解答解説集の購入経費の支出について
22,118

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年11月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 救急教育用　救急救命士国家試験受験手数料支払いに伴う経費の支出について
606,340

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 本部研修用　講師報償金「本部研修予防事務講習会（違反是正）」にかかる支出について
60,000

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について(１０月分)　管理費
1,002

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　警備業務委託にかかる自動侵入警報装置の一時脱着作業の支出について
70,200

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年11月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１０月分）の経費にかかる支出について
17,888

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１０月分）
15,010

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 資格取得用　危険物保安講習の受講に係る経費の支出について
122,200

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 庁舎管理用大阪市消防学校庁舎等警備業務委託長期継続契約の経費の支出について（平成２６年４～９月分）
155,520

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年11月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 職員研修用　人権問題研修会に伴う講師報償金の支出について
12,400

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 救急教育用　乾式複写機複写料（１０月分）の経費にかかる支出について
89,609

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 救急教育用　間接声門視認型硬性喉頭鏡ほか１点の購入経費の支出について
190,512
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消防局 北消防署 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　携帯無線機（梅田４５）の修理に伴う経費の支出について
16,200

消防局 北消防署 平成26年11月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　大淀町救急車（Ａ３９７）タイヤの交換経費の支出について
47,952

消防局 北消防署 平成26年11月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
8,619

消防局 北消防署 平成26年11月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
2,060

消防局 北消防署 平成26年11月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）運営費
7,225

消防局 北消防署 平成26年11月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）運営費
4,200

消防局 北消防署 平成26年11月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　防爆型携帯無線機（北８００）の修理に伴う経費の支出について
57,478

消防局 北消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパーの購入経費の支出について
32,292

消防局 北消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 予防運動行事用　防火啓発イベントに係る音響及び照明の委託及び同経費の支出について
97,200

消防局 北消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式デジタル複合機及び関連消耗品２台分（１０月分）経費の支出について
23,085

消防局 北消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　浮田出張所トイレ小便器の修理経費の支出について
17,550

消防局 北消防署 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　浮田小型タンク車（ＳＴ１６６）エンジンの修理経費の支出について
10,274

消防局 北消防署 平成26年11月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防資器材用　梅田救助隊用セイバーソーバッテリーの購入経費の支出について
27,540

消防局 北消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１０月分）
14,440

消防局 北消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　南森町救急車（Ａ３８２）ほか１台のエンジンオイル交換に伴う経費の支出について
11,880

消防局 北消防署 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）管理費
4,250

消防局 北消防署 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　デジタルカメラ及びＳＤカードの購入経費の支出について
18,576

消防局 北消防署 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）管理費
3,432

消防局 北消防署 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）管理費
1,250

消防局 北消防署 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　ホワイトボードの購入経費の支出について
62,856

消防局 北消防署 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）運営費
32,400

消防局 北消防署 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）運営費
4,200

消防局 北消防署 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　浮田救急車（Ａ２９５）タイヤの交換経費の支出について
47,952

消防局 都島消防署 平成26年11月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　救急隊用毛布・タオルケットの洗濯及び同経費の支出について（７月～９月分）
5,940

消防局 都島消防署 平成26年11月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　都島救急車後部エアコン修理経費の支出について
145,260

消防局 都島消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
11,565

消防局 都島消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
738

消防局 都島消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）運営費
5,940

消防局 都島消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）運営費
4,212

消防局 都島消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）運営費
4,320

消防局 都島消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）運営費
3,780

消防局 都島消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）運営費
7,020

消防局 都島消防署 平成26年11月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 水難救助活動用　ドライスーツ修理経費の支出について
32,400

消防局 都島消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１０月分）
3,080

消防局 都島消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　三角巾の購入経費の支出について
28,944

消防局 都島消防署 平成26年11月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式デジタル複合機複写料の支出について（１０月分）
17,162

消防局 都島消防署 平成26年11月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用　テンプレートほか６点の購入経費の支出について
19,440

消防局 福島消防署 平成26年11月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　本署ガス乾燥機異音修理経費の支出について
19,332

消防局 福島消防署 平成26年11月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ故障修理経費の支出について
23,068

消防局 福島消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１０月分）支出について　管理費
11,636

消防局 福島消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（１０月分）支出について　管理費
410

消防局 福島消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１０月分）支出について　運営費
1,922

消防局 福島消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１０月分）支出について　運営費
11,517

消防局 福島消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１０月分）
12,420

消防局 福島消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　浴槽用洗剤ほか５点の購入経費の支出について
51,278

消防局 福島消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１０月分）支出について
14,858

消防局 福島消防署 平成26年11月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器減圧器漏気修理経費の支出について
42,001

消防局 此花消防署 平成26年11月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　ＡＴ９バッテリー交換修理に伴う経費の支出について
28,944
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消防局 此花消防署 平成26年11月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　はしご車Ｌ２２タイヤ交換整備に伴う経費の支出について
76,680

消防局 此花消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　ポリ袋（９０リットル）ほか１点の購入経費の支出について
24,192

消防局 此花消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１０月分）支出について　運営費
19,990

消防局 此花消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１０月分）支出について　運営費
1,124

消防局 此花消防署 平成26年11月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車ＳＴ１０３及び救助工作車ＣＲ２１タイヤ交換整備に伴う経費の支出について
57,672

消防局 此花消防署 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　風呂用洗剤ほか４点の購入経費の支出について
33,989

消防局 此花消防署 平成26年11月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１０月分）支出について
18,249

消防局 此花消防署 平成26年11月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 予防運動行事用　防災講演会舞台装置操作委託に伴う経費の支出について
42,120

消防局 此花消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１０月分）
42,360

消防局 中央消防署 平成26年11月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　マウスパッド外１５点の購入に伴う経費の支出について
45,532

消防局 中央消防署 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読経費の支出について（７月～９月分）
12,111

消防局 中央消防署 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　中央消防署３階食堂内水道修繕に伴う経費の支出について
9,936

消防局 中央消防署 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　中央消防署上町出張所浴室漏水修繕に伴う経費の支出について
182,520

消防局 中央消防署 平成26年11月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎管理用　中央消防署一体型印刷機修繕に伴う経費の支出について
15,120

消防局 中央消防署 平成26年11月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　ヘッドハーネス購入に伴う経費の支出について
20,228

消防局 中央消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　上町救急車（A 395）なにわ８００す・４０２９のヘッドライト修繕に伴う経費の支出について
4,320

消防局 中央消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について１０月分（管理費）
9,370

消防局 中央消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について１０月分（管理費）
410

消防局 中央消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　直管蛍光灯外２点の購入に伴う経費の支出について
60,264

消防局 中央消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について１０月分（管理費）
1,290

消防局 中央消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　中央消防署道頓堀出張所の衣類乾燥機修繕に伴う経費の支出について
14,256

消防局 中央消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について１０月分（管理費）
1,080

消防局 中央消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について１０月分（管理費）
82

消防局 中央消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について１０月分（管理費）
4,956

消防局 中央消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について１０月分（運営費）
5,340

消防局 中央消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について１０月分（運営費）
3,240

消防局 中央消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について１０月分（運営費）
14,398

消防局 中央消防署 平成26年11月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　中央消防署本署３階食堂床及び２階事務所床修繕に伴う経費の支出について
124,200

消防局 中央消防署 平成26年11月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（本署A３５３）ナビゲーションの修繕に伴う経費の支出について
56,592

消防局 中央消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１０月分）
14,420

消防局 中央消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（本署ＰＩ３４８・なにわ８００す１０４）空調設備修理に伴う経費の支出について（追加整備）
103,896

消防局 中央消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（上町ＰＩ３４８・なにわ８８す６６６８）エンジンヘッドカバーオイル漏れ及びストリップゴム修理（追加整備）に伴う経費の支出について
24,516

消防局 中央消防署 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助車（南阪町Ｒ１８２）シャッター内引出レールの修理に伴う経費の支出について
10,800

消防局 中央消防署 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布及びタオルケット洗濯に伴う経費の支出について（７月～９月分）
17,280

消防局 西消防署 平成26年11月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ(２台)の修理経費の支出について
69,444

消防局 西消防署 平成26年11月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　資器材整理積載用 樹脂製ボックスの購入経費の支出について
23,814

消防局 西消防署 平成26年11月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　事務用連絡ケースの購入経費の支出について
15,811

消防局 西消防署 平成26年11月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９４）バッテリー交換経費の支出について
24,840

消防局 西消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）　管理費
6,052

消防局 西消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）　管理費
690

消防局 西消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）　管理費
584

消防局 西消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）　管理費
300

消防局 西消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）　運営費
12,454

消防局 西消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機　江戸堀１０の修理経費の支出について
21,600

消防局 西消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）　運営費
9,936

消防局 西消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　１階乾燥室 循環用ファン修理に伴う経費の支出について
99,360

消防局 西消防署 平成26年11月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　３２ワット型蛍光灯の購入経費の支出について
14,850

消防局 西消防署 平成26年11月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　３００型空気呼吸器用ヘッドハーネスほか４点の購入経費の支出について
69,228
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消防局 西消防署 平成26年11月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１０月分）の支出について
24,954

消防局 西消防署 平成26年11月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用ボンベ締めバンドの購入経費の支出について
5,400

消防局 西消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について(１０月分)
19,660

消防局 西消防署 平成26年11月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）管理費
33,872

消防局 西消防署 平成26年11月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）管理費
2,420

消防局 西消防署 平成26年11月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）管理費
820

消防局 西消防署 平成26年11月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）運営費
2,017

消防局 西消防署 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機　新町１０の修理経費の支出について
5,400

消防局 港消防署 平成26年11月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１５０）メインリレー交換修理経費の支出について
36,180

消防局 港消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ（港区民センター配置ほか１台）修理経費の支出について
43,200

消防局 港消防署 平成26年11月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）　管理費
4,668

消防局 港消防署 平成26年11月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）　管理費
7,600

消防局 港消防署 平成26年11月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）　運営費
9,523

消防局 港消防署 平成26年11月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）　運営費
2,268

消防局 港消防署 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　ホース搬送車（ＤＢ２５）の車検整備等経費の支出について
51,300

消防局 港消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１０月分）
9,580

消防局 港消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１０月分）支出について
15,898

消防局 港消防署 平成26年11月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 連続放火防止緊急対策用　インクカートリッジの購入経費の支出について
43,934

消防局 大正消防署 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　署活動系携帯無線機（泉尾２５）の修理に伴う経費の支出について
19,980

消防局 大正消防署 平成26年11月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　Ｚ式ファイルほか２点の購入に伴う経費の支出について
7,560

消防局 大正消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３４７）のバッテリー交換に伴う経費の支出について
17,280

消防局 大正消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２４８）のバッテリー交換に伴う経費の支出について
45,360

消防局 大正消防署 平成26年11月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１０月分）支出について（管理費）
4,108

消防局 大正消防署 平成26年11月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰戻金（１０月分）支出について（管理費）
2,980

消防局 大正消防署 平成26年11月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（１０月分）支出について（管理費）
414

消防局 大正消防署 平成26年11月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１０月分）支出について（運営費）
5,000

消防局 大正消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１０月分）
2,920

消防局 大正消防署 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１０月分）の支出について
16,249

消防局 天王寺消防署 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車ＳＴ１０７クラッチ修理経費の支出について
119,274

消防局 天王寺消防署 平成26年11月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１０月分）支出について　管理費
5,131

消防局 天王寺消防署 平成26年11月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１０月分）支出について　管理費
10,800

消防局 天王寺消防署 平成26年11月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１０月分）支出について　運営費
2,570

消防局 天王寺消防署 平成26年11月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１０月分）支出について　運営費
10,853

消防局 天王寺消防署 平成26年11月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎衛生管理用　資器材庫蛍光灯器具修理経費の支出について
9,180

消防局 天王寺消防署 平成26年11月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車Ａ２９６エンジンオイルほか１点交換経費の支出について
5,940

消防局 天王寺消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費の支出について（１０月分）
12,360

消防局 天王寺消防署 平成26年11月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（１０月分）
17,812

消防局 浪速消防署 平成26年11月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　メガホンほか１点の購入に伴う経費の支出について
68,040

消防局 浪速消防署 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットの洗濯（７月～９月分）に伴う経費の支出について
9,180

消防局 浪速消防署 平成26年11月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 消防パートナ―研修用　軍手の購入に伴う経費の支出について
25,704

消防局 浪速消防署 平成26年11月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気ボンベの修理に伴う経費の支出について
30,358

消防局 浪速消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
8,649

消防局 浪速消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
11,124

消防局 浪速消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
82

消防局 浪速消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
3,780

消防局 浪速消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）運営費
11,396

消防局 浪速消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）運営費
1,998

消防局 浪速消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１０月分）
4,740
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消防局 浪速消防署 平成26年11月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機の複写料の支出について（１０月分）
13,393

消防局 浪速消防署 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　浪速消防署浪速出張所の配水管修理に伴う経費の支出について
58,000

消防局 西淀川消防署 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用 救急車（Ａ３５９）のオルタネータ故障修理
35,208

消防局 西淀川消防署 平成26年11月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
7,368

消防局 西淀川消防署 平成26年11月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
164

消防局 西淀川消防署 平成26年11月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）運営費
10,689

消防局 西淀川消防署 平成26年11月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）運営費
1,000

消防局 西淀川消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１０月分）
10,910

消防局 西淀川消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用 西淀川消防署（本署）ガス衣類乾燥機の修理に伴う経費の支出について
29,160

消防局 西淀川消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用 署活動系携帯無線機（西淀川15、竹島15）の修理に伴う経費の支出について
56,160

消防局 西淀川消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用 ３００型空気呼吸器（西淀川98-1）の修理
14,904

消防局 西淀川消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用 ３００型空気呼吸器ボンベ(西淀川NO.42)の修理
7,074

消防局 西淀川消防署 平成26年11月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　蛍光灯の買入に伴う経費の支出について
8,640

消防局 西淀川消防署 平成26年11月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機複写料（１０月分）に伴う支出について
15,100

消防局 西淀川消防署 平成26年11月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用 空気呼吸器用消耗品（右肩ベルトほか１点）の買入に伴う経費の支出について
12,204

消防局 淀川消防署 平成26年11月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　消耗品（養生テープほか３点）購入経費の支出について
36,558

消防局 淀川消防署 平成26年11月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　加島出張所空調機修理経費の支出について
79,525

消防局 淀川消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１０月分管理費）支出について
21,086

消防局 淀川消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（１０月分管理費）支出について
902

消防局 淀川消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（１０月分管理費）支出について
120

消防局 淀川消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１０月分運営費）支出について
4,836

消防局 淀川消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金への繰戻金（１０月分運営費）支出について
5,616

消防局 淀川消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰戻金（１０月分運営費）支出について
8,200

消防局 淀川消防署 平成26年11月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　資器材（空気ボンベ）修理経費の支出について
5,454

消防局 淀川消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１０月分）
34,080

消防局 淀川消防署 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（淀川３０、淀川４０）修理経費の支出について
48,060

消防局 東淀川消防署 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９８）及び小型タンク車（ＳＴ１９４）のタイヤ交換整備に係る経費支出について
57,780

消防局 東淀川消防署 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットのクリーニング（７月～９月分）経費支出について
9,180

消防局 東淀川消防署 平成26年11月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　ホース搬送車（ＤＢ２６）の車検整備等に伴う経費の支出について
43,588

消防局 東淀川消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（１０月分・管理費）
20,243

消防局 東淀川消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（１０月分・管理費）
328

消防局 東淀川消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（１０月分・運営費）
4,050

消防局 東淀川消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰戻金の支出について（１０月分・運営費）
13,317

消防局 東淀川消防署 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（東淀川５）修理に伴う経費の支出について
19,980

消防局 東淀川消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（１０月分）
22,110

消防局 東淀川消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　船車賃借料 区震災訓練用　救助訓練用自動車の借入に伴う経費の支出について
75,600

消防局 東淀川消防署 平成26年11月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３８１及びＡ３９８）のエンジンオイル交換に伴う経費の支出について
11,880

消防局 東淀川消防署 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１０月分）の支出について
22,722

消防局 東成消防署 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ修理経費の支出について
32,400

消防局 東成消防署 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットのクリーニング（７～９月分）
14,790

消防局 東成消防署 平成26年11月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　毎日新聞朝夕刊（本署）購読料の支出について（７月～９月分）
12,111

消防局 東成消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 連続放火防止緊急対策用　上質紙ほか１点購入経費の支出について
10,550

消防局 東成消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　ドレーゲル・セイフティ‐ＡＧ社製空気呼吸器用肩パッド購入経費の支出について
36,720

消防局 東成消防署 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
4,633

消防局 東成消防署 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
82

消防局 東成消防署 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
1,230

消防局 東成消防署 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）運営費
9,937

消防局 東成消防署 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１０月分）
8,940
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消防局 東成消防署 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１０月分）の支出について
22,698

消防局 東成消防署 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３７０）エンジンオイル交換経費の支出について（２）
5,940

消防局 生野消防署 平成26年11月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　ホースリフター操作盤メタルコネクター買入経費の支出について
5,670

消防局 生野消防署 平成26年11月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットの洗濯代（７月～９月分）経費の支出について
10,368

消防局 生野消防署 平成26年11月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　生野消防署３階トイレ内洗面器取替修理経費の支出について
32,400

消防局 生野消防署 平成26年11月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 職員安全衛生用　生野消防署勝山出張所洗濯機修理経費の支出について
12,960

消防局 生野消防署 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
1,974

消防局 生野消防署 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
6,572

消防局 生野消防署 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
3,900

消防局 生野消防署 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
800

消防局 生野消防署 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
779

消防局 生野消防署 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
8,400

消防局 生野消防署 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）運営費
10,616

消防局 生野消防署 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）運営費
1,994

消防局 生野消防署 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）運営費
4,000

消防局 生野消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（１０月分）
13,434

消防局 生野消防署 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費の支出について（１０月分）
8,520

消防局 旭消防署 平成26年11月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用毛布・タオルケットの洗濯代（７月～９月分）経費の支出について
7,236

消防局 旭消防署 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２８３）定期エンジンオイル交換経費の支出について
5,940

消防局 旭消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
969

消防局 旭消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
502

消防局 旭消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）運営費
12,912

消防局 旭消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）運営費
2,160

消防局 旭消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費の支出について（１０月分）
9,000

消防局 旭消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機料（１０月分）経費の支出について
21,268

消防局 旭消防署 平成26年11月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１５５，ＳＴ２３３）タイヤ交換修理経費の支出について
58,320

消防局 旭消防署 平成26年11月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　３００型空気呼吸器空気ボンベ修理経費の支出について
5,648

消防局 城東消防署 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
10,109

消防局 城東消防署 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
1,578

消防局 城東消防署 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）運営費
3,240

消防局 城東消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１０月分）
10,520

消防局 城東消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品(１０月分)の購入経費の支出について
17,264

消防局 鶴見消防署 平成26年11月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車両等（Ａ３７７）タイヤ交換経費の支出について
12,420

消防局 鶴見消防署 平成26年11月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　燃料携行缶ほか１点購入経費の支出について
94,608

消防局 鶴見消防署 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
8,009

消防局 鶴見消防署 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 連続放火防止緊急対策用　インクカートリッジほか１点購入経費の支出について
46,656

消防局 鶴見消防署 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
24,400

消防局 鶴見消防署 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
5,427

消防局 鶴見消防署 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
82

消防局 鶴見消防署 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）運営費
10,332

消防局 鶴見消防署 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）運営費
3,780

消防局 鶴見消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費の支出について（１０月分）
2,880

消防局 鶴見消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１０月分）の経費の支出について
14,111

消防局 阿倍野消防署 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用毛布・タオルケットの洗濯に伴う経費の支出について（７～９月）
12,960

消防局 阿倍野消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　晴明通出張所１階トイレの修繕経費の支出について
42,768

消防局 阿倍野消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
3,395

消防局 阿倍野消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
820

消防局 阿倍野消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
12,600
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消防局 阿倍野消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）運営費
8,021

消防局 阿倍野消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　ドレーゲル社製空気呼吸器用消耗品の購入経費の支出について
23,468

消防局 阿倍野消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）運営費
7,560

消防局 阿倍野消防署 平成26年11月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　チューブファイル外１０点の購入並びに同経費の支出について
36,558

消防局 阿倍野消防署 平成26年11月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生維持管理用　ガス衣類乾燥機の修理経費の支出について
14,688

消防局 阿倍野消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１０月分）
21,280

消防局 阿倍野消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパー購入経費の支出について
25,812

消防局 阿倍野消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１８７）のタイヤ交換並びに同経費の支出について
32,184

消防局 阿倍野消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９６）右ヘッドランプバルブ交換に伴う経費の支出について
21,492

消防局 阿倍野消防署 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　複写機複写料（１０月分）経費の支出について
18,215

消防局 住之江消防署 平成26年11月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
2,820

消防局 住之江消防署 平成26年11月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
300

消防局 住之江消防署 平成26年11月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
820

消防局 住之江消防署 平成26年11月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）運営費
3,240

消防局 住之江消防署 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機複写料（１０月分）経費の支出について
24,721

消防局 住之江消防署 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 庁舎維持管理用　南港出張所プロパンガス使用料（１０月分）並びに同経費の支出について
52,800

消防局 住之江消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１０月分）
25,660

消防局 住之江消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　持ち出しフォルダーほか２点買入経費の支出について
22,464

消防局 住之江消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　グリースペンシル（赤）ほか１点買入に伴う経費の支出について
3,525

消防局 住之江消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（南港１）修理並びに同経費の支出について
16,200

消防局 住吉消防署 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットの洗濯に伴う経費の支出について（７月～９月分）
11,300

消防局 住吉消防署 平成26年11月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（住吉９２）修理に伴う経費の支出について
15,660

消防局 住吉消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
8,051

消防局 住吉消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
5,925

消防局 住吉消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
164

消防局 住吉消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
2,474

消防局 住吉消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）運営費
6,480

消防局 住吉消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）運営費
3,942

消防局 住吉消防署 平成26年11月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式デジタル複合機複写料（１０月分）の支出について
16,192

消防局 住吉消防署 平成26年11月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　タンク車（Ｔ３８）タイヤ交換に伴う経費の支出について
63,180

消防局 住吉消防署 平成26年11月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気ボンベ修理経費の支出について
16,945

消防局 住吉消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１０月分）
14,560

消防局 東住吉消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　台所洗剤購入経費の支出について
19,872

消防局 東住吉消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１０月分）支出について　管理費
5,749

消防局 東住吉消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 小口支払基金への繰戻金（１０月分）支出について　管理費
27,363

消防局 東住吉消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰戻金（１０月分）支出について　管理費
600

消防局 東住吉消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（１０月分）支出について　管理費
492

消防局 東住吉消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１０月分）支出について　運営費
8,130

消防局 東住吉消防署 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 連続放火防止緊急対策用　放火防止ステッカー(１００枚）購入経費の支出について
51,840

消防局 東住吉消防署 平成26年11月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器（基本ユニット２基、レギュレーター１基）修理経費の支出について
41,666

消防局 東住吉消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１０月分）
31,540

消防局 東住吉消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１０月分）の支出について
18,735

消防局 東住吉消防署 平成26年11月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１９７)運転席パワーウインド修理経費の支出について
16,156

消防局 東住吉消防署 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 消防パートナー研修用　防災用品(６セット）購入経費の支出について
27,000

消防局 平野消防署 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（喜連１４）ハンドマイクの修理に伴う経費の支出について
16,200

消防局 平野消防署 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震災火災対策用　（坂上公園）可搬式ポンプ修理経費の支出について
29,160

消防局 平野消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急自動車（Ａ３８６）タイヤ交換等に伴う経費の支出について
27,172

消防局 平野消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急自動車（Ａ２８７）タイヤ交換等に伴う経費の支出について
27,172
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消防局 平野消防署 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震災火災対策用（瓜破東小学校）　可搬式ポンプ修理経費の支出について
29,160

消防局 平野消防署 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
10,277

消防局 平野消防署 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
1,322

消防局 平野消防署 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）運営費
7,322

消防局 平野消防署 平成26年11月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）運営費
5,400

消防局 平野消防署 平成26年11月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１０月分）の支出について
16,181

消防局 平野消防署 平成26年11月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３８６)左アウターハンドル交換に伴う経費の支出について
7,999

消防局 平野消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１０月分）
28,500

消防局 平野消防署 平成26年11月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　平野消防署本署（Ｌ２１）タイヤ交換に伴う経費の支出について
136,944

消防局 平野消防署 平成26年11月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急自動車（Ａ３７９）エンジンオイル交換経費の支出について
5,940

消防局 西成消防署 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　三連梯子引き綱及びプロテクトレンズ購入に伴う経費の支出について
17,172

消防局 西成消防署 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　本署Ａ３６３エンジンオイル交換に伴う経費の支出について
5,940

消防局 西成消防署 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットの洗濯代（７月～９月分）及び同経費の支出について
19,116

消防局 西成消防署 平成26年11月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読料（７月～９月分）及び同経費の支出について
12,111

消防局 西成消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）　管理費
4,500

消防局 西成消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）　管理費
15,602

消防局 西成消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）　管理費
4,958

消防局 西成消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）　管理費
19,440

消防局 西成消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）　管理費
164

消防局 西成消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）　管理費
500

消防局 西成消防署 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）運営費
5,466

消防局 西成消防署 平成26年11月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器ボンベ修理に伴う経費の支出について
13,338

消防局 西成消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費の支出について（１０月分）
18,170

消防局 西成消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　テープのりほか１１点購入に伴う経費の支出について
57,056

消防局 西成消防署 平成26年11月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　風呂用洗剤ほか４点購入に伴う経費の支出について
33,944

消防局 西成消防署 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１０月分）に伴う経費の支出について
20,835

消防局 西成消防署 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　本署Ａ３６３ヘッドランプ等交換に伴う経費の支出について
40,176

消防局 水上消防署 平成26年11月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットの洗濯代（７月～９月分）経費の支出について
5,292

消防局 水上消防署 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１０月分）
22,720

消防局 水上消防署 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１０月分）経費の支出について
11,813

消防局 水上消防署 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
800

消防局 水上消防署 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
164

消防局 水上消防署 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）管理費
700

消防局 水上消防署 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）運営費
1,539

消防局 救急課 平成26年11月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 救急活動用　救急資器材（自動体外式除細動器）の点検業務委託経費の支出について
2,721,600

消防局 救急課 平成26年11月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用電話料金（FAX)の支出について（１０月分）
2,721

消防局 救急課 平成26年11月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用電話料金の支出について（１０月分）
23,838

消防局 救急課 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 救急安心センターおおさか医師・看護師救急医療相談業務委託（長期継続契約）経費の支出について（１０月分）
11,658,725

消防局 救急課 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 救急活動用産業廃棄物（感染性廃棄物）処理業務委託に伴う経費（７月～９月）の支出について
607,716

消防局 救急課 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 救急活動用　感染防止衣　長期借入における支出について（９月分）
1,129,590

消防局 救急課 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 市民啓発用　平成２６年度応急手当普及啓発業務委託に係る経費の支出について（10月分）
5,764,950

消防局 救急課 平成26年11月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用資器材　半自動除細動器の修理経費の支出について
388,800

消防局 救急課 平成26年11月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動用　医療用酸素ガス２Ｌほか１点の購入に伴う経費（７月～９月）の支出について
1,377,705

消防局 救急課 平成26年11月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動用炭酸ガス（ＣＯ２）１０ｋｇほか１点の購入に伴う経費（７月～９月）の支出について
12,116

消防局 救急課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 救急教育用　プレホスピタル・ケア買入経費の支出について（１０月号）
1,324

消防局 企画課 平成26年11月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　印刷製本費 広報活動用平成25年大阪市消防年報（平成26年刊行）の印刷経費の支出について
159,840

消防局 企画課 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 広報活動用　インクジェットプリンター修理に係る経費の支出について
17,280

危機管理室 危機管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 危機管理体制の充実用被災地派遣職員の勤務状況把握のための管外出張にかかる旅費の支出について
205,020
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危機管理室 危機管理課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システム用ＩＳＰ利用料（９月分）の支出について
70,794

危機管理室 危機管理課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 危機管理対策用大阪市防災会議にかかる会場使用料の支出について
202,305

危機管理室 危機管理課 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 エリアメール配信用ＩＳＰ利用料（９月利用分）の支出について
3,888

危機管理室 危機管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 庁内情報利用プリンタ用ドラムカートリッジの購入にかかる経費の支出について
25,056

危機管理室 危機管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　印刷製本費 大阪市防災会議資料印刷に係る経費の支出について
167,158

危機管理室 危機管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市総合防災訓練用模擬建物等設営撤去業務委託実施に伴う経費の支出について
6,048,000

危機管理室 危機管理課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用職員住宅（アーバンヒル上町）電話回線使用料等（１０月分）の支出について
2,768

危機管理室 危機管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 災害対策用防災服の購入にかかる経費の支出について（副区長用）
22,053

危機管理室 危機管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 小災害対策用旭備蓄倉庫にかかる電気使用料（９月使用分）の支出について
16,022

危機管理室 危機管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 災害対策用職員住宅にかかる電気料金（１０月分）の支出について
377

危機管理室 危機管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システム管理端末の無線回線用データ通信使用料（９月分）の支出について
26,598

危機管理室 危機管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理室運営事務用カラーレーザープリンタ部品交換業務の実施にかかる経費の支出について
29,376

危機管理室 危機管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報酬　其他委員等報酬 防災会議用大阪市防災会議（平成26年10月14日開催分）に係る委員報酬・費用弁償の支出について
96,030

危機管理室 危機管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　費用弁償 防災会議用大阪市防災会議（平成26年10月14日開催分）に係る委員報酬・費用弁償の支出について
4,940

危機管理室 危機管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 大阪市防災会議の事前説明に伴う出張に係る旅費の支出について
48,240

危機管理室 危機管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 地域防災活動アドバイザー事業用ボールペン（赤）ほか８点の購入にかかる費用の支出について
42,292

危機管理室 危機管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用職員住宅（エルベノームさくら15）電話回線使用料等（１０月分）の支出について
2,768

危機管理室 危機管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 危機管理室運営事務用市内・近接管外出張交通費（１０月分）の支出について
14,500

危機管理室 危機管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 危機管理室運営事務用市内・近接管外出張交通費（１０月分）の支出について
42,452

危機管理室 危機管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 地域防災活動アドバイザー事業用大判プリンタ用インクタンク（顔料マットブラック）ほか６点の購入にかかる費用の支出について
72,252

危機管理室 危機管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 災害対策用職員住宅にかかる電気料金の支出について(精算)
62

危機管理室 危機管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　筆耕翻訳料 大阪市防災会議議事録等作成業務にかかる経費の支出について
27,378

危機管理室 危機管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用阿倍野防災拠点用携帯電話使用料（１０月分）の支出について
23,255

危機管理室 危機管理課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用阿倍野防災拠点用携帯電話使用料（１０月分）の支出について
5,503

危機管理室 危機管理課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 災害対策用デジタルＭＣＡ無線制御局利用料の支出について（１１月分）
3,019,184

危機管理室 危機管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 地域防災活動アドバイザー事業用及び自主防災組織力の向上に向けたコーディネーター事業用市内・近接管外出張旅費（１０月分）の支出について
122,190

危機管理室 危機管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 地域防災活動アドバイザー事業用及び自主防災組織力の向上に向けたコーディネーター事業用市内・近接管外出張旅費（１０月分）の支出について
45,100

危機管理室 危機管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成26年度阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（10月分）
135,604

危機管理室 危機管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理体制の充実用災害対策専門研修「マネジメントコース」エキスパートＡの受講にかかる経費の支出について
5,000

危機管理室 危機管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 防災行政無線装置設置（大阪府咲洲庁舎）にかかる電気料金（９月分）の支出について
12,690

危機管理室 危機管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 災害対策用防災行政無線中継局（スイスホテル）電気料金（１０月分）の支出について
44,400

危機管理室 危機管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（１０月分）
408

危機管理室 危機管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用ヘリコプター映像受信設備回線使用料（１０月分）の支出について
140,400

危機管理室 危機管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（１０月分）
1,931

危機管理室 危機管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（１０月分）
97

危機管理室 危機管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（１０月分）
194

危機管理室 危機管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（１０月分）
3,622

危機管理室 危機管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（１０月分）
1,558

危機管理室 危機管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（１０月分）
2,925

危機管理室 危機管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（１０月分）
11,294

危機管理室 危機管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 平成26年度阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（10月分）
446,552

危機管理室 危機管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 全国瞬時警報システムＬＧＷＡＮ接続機器保守業務にかかる委託料の支出について（１０月分）
13,824

危機管理室 危機管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理対策用　危機管理情報システムツイッター対応業務について（１０月分）
12,960

危機管理室 危機管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理情報システムの運用業務にかかる委託料の支出について（１０月分）
263,520

危機管理室 危機管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式　長期借入にかかる支出について（１０月分）
73,733

危機管理室 危機管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用プリンタの賃貸借にかかる支出について（１０月分）
1,036

危機管理室 危機管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式長期借入にかかる支出について（１０月分）
10,123

危機管理室 危機管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 防災行政無線装置設置に伴う使用料の支出について（スイスホテル南海大阪）（１１月分）
504,792
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危機管理室 危機管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 防災行政無線装置設置に伴う使用料の支出について（大阪府咲洲庁舎）（１２月分）
191,235

危機管理室 危機管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅（バルトワン３１１号）賃借料の支出について（１２月分）
85,000

危機管理室 危機管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成26年度阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（10月分）
94,923

危機管理室 危機管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 平成26年度阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（10月分）
111,321

市政改革室 総合調整担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 旅費　普通旅費 市政改革室業務用　市内等出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
11,460

市政改革室 総合調整担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代の支出について（総合調整側・平成２６年１０月分）
34,214

市政改革室 総合調整担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代の支出について（PDCA側・平成２６年１０月分）
19,302

市政改革室 総合調整担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 市政改革室業務用　後納郵便料（平成２６年１０月分）の支払いについて
14,622

市政改革室 総合調整担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度庁内利用カラープリンター等機器一式長期借入に係る経費の支出について
10,886

市政改革室 総合調整担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成２６年１０月分）
69,925

市政改革室 総合調整担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成２６年１０月分）
6,993

市政改革室 事業再構築担当 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度第２回建設事業評価有識者会議（10月14日）の会議録作成業務に係る支出について
18,954

市政改革室 事業再構築担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 旅費　普通旅費 管外出張（事業再構築関係・滋賀県）に係る経費の支出について
2,550

市政改革室 ＰＤＣＡ担当 平成26年11月11日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 委託料　委託料 平成26年度インターネットアンケート調査業務委託（30歳代の健康づくりに関する市民意識調査）にかかる経費の支出について
233,280

市政改革室 ＰＤＣＡ担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 世論調査用　受取人払郵便料金の支出について（10月分）
107

契約管財局 契約課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 第３回総合評価一般競争入札評価会議にかかる報償金の支出について
48,015

契約管財局 契約課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「地方財政関係質疑応答集２９７号ー３０６号」の購入経費の支出について
21,920

契約管財局 契約課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「現行日本法規追録１０５０４－１０５３５号」ほか１点の購入経費の支出について
35,118

契約管財局 契約課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用「平成26年度大都市契約事務協議会」にかかる職員派遣及び同経費の支出について（平成２６年１０月２４日分）
17,880

契約管財局 契約課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 契約事務及び管財事務用等コピー代の支出について（平成26年10月分）
134,084

契約管財局 契約課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 契約管財局事務室（オーク200ビル）庁舎清掃業務委託経費の支出について（平成26年10月分）
99,051

契約管財局 契約課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用プリンタ長期借入経費の支出について（平成26年10月分）
23,522

契約管財局 契約課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（平成26年10月分）
8,877

契約管財局 契約課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等長期借入経費の支出について(平成26年10月分)
89,738

契約管財局 契約課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（平成26年10月分）
31,399

契約管財局 契約課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等長期借入経費の支出について（平成26年10月分）
245,950

契約管財局 契約課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 契約管財局事務室（オーク200ビル）にかかる賃料及び共益費の支出について（平成26年11月分）
14,471,249

契約管財局 契約課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 契約事務用　市内出張等交通費の支出について（10月分）
420

契約管財局 契約課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用等「市内出張等交通費」の支出について（平成26年９、10月分）
8,340

契約管財局 契約課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用　市内出張等交通費の支出について（10月分）
1,210

契約管財局 契約課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
1,192

契約管財局 契約課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
255

契約管財局 契約課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務及び管財事務用後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
43,823

契約管財局 契約課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 市内出張等用「地下鉄回数カード」の購入経費の支出について
600,000

契約管財局 契約課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 オーク200ビル事務室にかかる電気・空調料金の支出について（平成26年10月分）
1,762,259

契約管財局 契約課 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用　市内出張等交通費の支出について（10月分）
3,400

契約管財局 契約課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用市内出張交通費（１０月分）の支出について
1,120

契約管財局 契約課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「問答式　公共工事契約の実務９１号」の購入経費の支出について
3,991

契約管財局 契約課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約管財局事務室設置分の電話機にかかる通話料金の支出について（平成26年10月分）
63,625

契約管財局 契約課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約管財局事務用ファクシミリ装置一式長期借入（再リース）経費の支出について
4,584

契約管財局 契約課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 備品購入費　図書購入費 事務参考用「新版 逐条 地方自治法 第７次改訂版」の購入経費の支出について
16,200

契約管財局 契約制度課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 契約事務用「弁護士に対する法律相談」にかかる報償費の支出について
43,200

契約管財局 契約制度課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムサーバ機器等長期借入」に係る賃借料の支出について（平成26年10月分）
7,487,888

契約管財局 契約制度課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システム各局展開クライアント機器等長期借入」に係る賃借料の支出について（平成26年10月分）
333,720

契約管財局 契約制度課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システム各局展開クライアント機器長期借入」に係る賃借料の支出について（平成26年10月分）
26,071

契約管財局 契約制度課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムクライアント機器等長期借入」に係る賃借料の支出について（平成26年10月分）
208,029

契約管財局 契約制度課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用「平成26年度大都市契約事務協議会」にかかる職員派遣及び同経費の支出について（平成26年10月24日分）
17,880

契約管財局 契約制度課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成26年10月分）
25,056
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契約管財局 契約制度課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成26年10月分）
16,815

契約管財局 契約制度課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成26年10月分）
199,311

契約管財局 契約制度課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成26年10月分）
156,222

契約管財局 管財課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 十三地区賃貸地法律相談等の委任契約にかかる謝金及び費用の支出について
35,999

契約管財局 管財課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 十三地区賃貸地法律相談等の委任契約にかかる謝金及び費用の支出について
660

契約管財局 管財課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価に係る意見書作成の経費の支出について
129,600

契約管財局 管財課 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電話回線使用料の支出について（１０月分）
5,034

契約管財局 管財課 平成26年11月12日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について
156,600

契約管財局 管財課 平成26年11月12日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について
1,758,240

契約管財局 管財課 平成26年11月12日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価等業務にかかる経費の支出について
156,600

契約管財局 管財課 平成26年11月12日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価等業務にかかる経費の支出について
1,801,440

契約管財局 管財課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
10,402

契約管財局 管財課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
642

契約管財局 管財課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
3,780

契約管財局 管財課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
3,110

契約管財局 管財課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,450

契約管財局 管財課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市有地活用支援システム機器一式の借入並びに同経費の支出について（１０月分）
83,808

契約管財局 管財課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 財産台帳情報提供システム機器一式の借入並びに同経費の支出について（１０月分）
2,484

契約管財局 管財課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公有財産台帳管理システム用サーバ機等一式の長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
111,088

契約管財局 管財課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 管財事務用問答式　借地・借家の実務外１点の追録の購読に係る経費の支出について
17,145

契約管財局 管財課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 「もと津守浄水場機械警備業務委託　長期継続」の経費の支出について（１０月分）
27,000

契約管財局 管財課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 管財事務用市内等出張交通費の支出について（１０月分）
6,560

契約管財局 管財課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 管財事務用市内等出張交通費の支出について（１０月分）
35,360

契約管財局 管財制度課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度非常勤嘱託職員弁護士報酬の支出について（11月分）
40,400

契約管財局 管財制度課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 第745回大阪市不動産評価審議会に係る委員報酬の支出について
112,035

契約管財局 審査課 平成26年11月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「建築基準法質疑応答集１６１号－１６４号外３点」の購入経費の支出について
19,874

契約管財局 審査課 平成26年11月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「建築基準法質疑応答集１６１号－１６４号外３点」の購入経費の支出について
8,118

契約管財局 審査課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１０月分）
6,350

契約管財局 審査課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１０月分）
500

契約管財局 審査課 平成26年11月12日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１０月分）
2,902

契約管財局 審査課 平成26年11月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 大阪都市計画事業　十三吹田線用地取得に伴う補償説明並びに管外出張旅費の支出について
10,160

契約管財局 審査課 平成26年11月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 大阪都市計画事業　十三吹田線用地取得に伴う補償説明並びに管外出張旅費の支出について
10,100

契約管財局 審査課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
714

契約管財局 審査課 平成26年11月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
3,526

契約管財局 審査課 平成26年11月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１０月分）
410

契約管財局 審査課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 審査・用地事務市内出張等用旅費の支出について（平成２６年１０月分）
680

契約管財局 審査課 平成26年11月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 審査・用地事務市内出張等用旅費の支出について（平成２６年１０月分）
70,412

契約管財局 審査課 平成26年11月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 審査・用地事務市内出張等用旅費の支出について（平成２６年１０月分）
28,760

契約管財局 審査課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市補償審査委員会に係る報酬（１１月分）について
80,025

契約管財局 審査課 平成26年11月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「都市計画法規集５８６号外９点」の購入経費の支出について
30,375

契約管財局 審査課 平成26年11月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「都市計画法規集５８６号外９点」の購入経費の支出について
12,406

契約管財局 審査課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 平成26年度用地部法律相談の報償金の支出について（10月分）
48,600

契約管財局 用地課 平成26年11月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　占有者立退補償金の支出について（前金払）
3,198,850

契約管財局 用地課 平成26年11月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 公有財産購入費　土地購入費 生野東第１住宅地区改良事業　土地売買代金の支出について
4,552,870

契約管財局 用地課 平成26年11月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 公有財産購入費　土地購入費 生野東第１住宅地区改良事業　土地売買代金の支出について
6,949,845

契約管財局 用地課 平成26年11月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 公有財産購入費　土地購入費 生野東第１住宅地区改良事業　土地売買代金の支出について
4,973,035

契約管財局 用地課 平成26年11月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 公有財産購入費　土地購入費 生野東第１住宅地区改良事業　土地売買代金の支出について
6,106,940

契約管財局 用地課 平成26年11月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 公有財産購入費　土地購入費 生野東第１住宅地区改良事業　土地売買代金の支出について
12,036,175
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契約管財局 用地課 平成26年11月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 公有財産購入費　土地購入費 生野東第１住宅地区改良事業　土地売買代金の支出について
8,544,655

契約管財局 用地課 平成26年11月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 公有財産購入費　土地購入費 生野東第１住宅地区改良事業　土地売買代金の支出について
19,438,311

契約管財局 用地課 平成26年11月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　建物等補償金の支出について（前金払）
2,683,250

契約管財局 用地課 平成26年11月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　建物等補償金の支出について（前金払）
4,913,100

契約管財局 用地課 平成26年11月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　建物等補償金の支出について（前金払）
1,823,050

契約管財局 用地課 平成26年11月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　建物等補償金の支出について（前金払）
6,859,300

契約管財局 用地課 平成26年11月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　建物等補償金の支出について（前金払）
1,983,450

契約管財局 用地課 平成26年11月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　建物等補償金の支出について（前金払）
3,374,900

契約管財局 用地課 平成26年11月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　建物等補償金の支出について（前金払）
4,141,650

契約管財局 用地課 平成26年11月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　占有者立退補償金の支出について（後金払）
642,600

契約管財局 用地課 平成26年11月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 公有財産購入費　権利購入費 生野東第１住宅地区改良事業　借地権放棄補償金の支出について（後金払）
6,739,723

契約管財局 用地課 平成26年11月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　建物等補償金の支出について（後金払）
7,770,750

契約管財局 用地課 平成26年11月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
227,880

契約管財局 用地課 平成26年11月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 平成26年度移転補償に係る物件調査等業務委託（単価契約その１）の支出について【１０月分】
1,273,320

契約管財局 用地課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成26年度移転補償に係る物件調査等業務委託料（単価契約その2）の支出について【10月分】
1,750,248

契約管財局 用地課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　占有者立退補償金の支出について（後金払）
1,588,950

契約管財局 用地課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　占有者立退補償金の支出について（後金払）
1,897,400

契約管財局 用地課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　占有者立退補償金の支出について（後金払）
2,367,400

こども青少年局 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー機プリント料金の支出について（９月分）ＭＰ４０００Ｆ
1,796

こども青少年局 総務課 平成26年11月11日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報用プリンタ長期借入（再リース）経費の支出について（26年9月分）
1,982

こども青少年局 総務課 平成26年11月12日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（９月分）企画グループ
4,520

こども青少年局 総務課 平成26年11月12日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー機プリント料金の支出について（９月分）ＤＣⅣ７０８０　５台分
358,872

こども青少年局 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 第７３回全国産業安全衛生大会への参加にかかる出張旅費の支出について（普通旅費分）
29,900

こども青少年局 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　特別旅費 第７３回全国産業安全衛生大会への参加にかかる出張旅費の支出について（特別旅費分）
38,760

こども青少年局 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成２６年度「大阪市内保育所・幼稚園マップ」更新業務の実施及び所要経費の支出について
85,320

こども青少年局 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 備品購入費　庁用器具費 一般事務用　デジタル製版一体型印刷機の購入及び同所要経費の支出について
282,960

こども青少年局 総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成26年度こども青少年局給食調理者等検便検査業務委託にかかる所要経費の支出について（１０月分）
630,887

こども青少年局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 職員採用試験試験官業務従事にかかる出張旅費の支出について（平成26年10月12日実施分）
440

こども青少年局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ５）経費の支出について（26年10月分）
25,145

こども青少年局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ７）経費の支出について（26年10月分）
1,048,892

こども青少年局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２４年度こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ６）経費の支出について（26年10月分）
218,099

こども青少年局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度庁内情報利用パソコンの調達の実施及び同所要経費の支出について（26年10月分）
66,420

こども青少年局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　視覚障がい者用拡大読書器の借入及び同経費の支出について（平成26年10月分月）
9,558

こども青少年局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　視覚障がい者用パソコン一式の長期借入及び同経費の支出について（その2）（平成26年10月分）
26,352

こども青少年局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２４年度こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ４）経費の支出について（26年10月分）
258,236

こども青少年局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（１０月分）企画グループ
6,030

こども青少年局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成26年度こども青少年局文書等逓送業務にかかる所要経費の支出について（１０月分）
384,912

こども青少年局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度こども青少年局乾式電子複写機（FAX機）借入経費について（２階企画部）10月分
6,489

こども青少年局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度乾式電子複写機（ＦＡＸ機・７階　企画部青少年課）の長期借入にかかる経費について　10月分
4,305

こども青少年局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度こども青少年局乾式電子複写機（FAX機）借入経費の支出について（地下1階）10月分
4,295

こども青少年局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 平成26年9月分　市内出張交通費（庶務・人事）の支出について
1,440

こども青少年局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 平成26年10月分市内出張交通費（庶務・人事）の支出について
7,920

こども青少年局 青少年課 平成26年11月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 平成２６年度第２回（一次審査）大阪市児童いきいき放課後事業運営・管理業務受託者審査・選定会議にかかる経費の支出について
67,740

こども青少年局 青少年課 平成26年11月10日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　交付金 塾代助成事業全市実施にかかる交付金の支出について（９月分１回目）
34,313,458

こども青少年局 青少年課 平成26年11月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市留守家庭児童対策事業補助金の支出について (下半期分　1/2)
1,666,000

こども青少年局 青少年課 平成26年11月12日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 使用料及賃借料　使用料 青少年指導員中央研修会にかかる会場使用料の支出について
25,560

こども青少年局 青少年課 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 平成２６年度大阪市児童いきいき放課後事業運営・管理業務受託者公募申請団体の経営状況等に関する意見聴取にかかる経費の支出について
50,960

こども青少年局 青少年課 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度大阪市留守家庭児童対策事業補助金の支出について(下半期分)
1,465,500
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こども青少年局 青少年課 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　消耗品費 新成人への市長メッセージの送付用窓開き封筒の購入にかかる支出について
188,978

こども青少年局 青少年課 平成26年11月19日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　印刷製本費 ユースリーダー育成事業広報チラシの印刷経費の支出について
148,608

こども青少年局 青少年課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 青少年課放課後事業グループ市内出張旅費について（平成26年11月分）
7,950

こども青少年局 青少年課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市留守家庭児童対策事業補助金の支出について (下半期分2/2)
2,940,500

こども青少年局 青少年課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 報償費　報償金 大阪市立青少年施設指定管理予定者第１回選定会議にかかる報償金の支出について（口座不能再処理分）
13,805

こども青少年局 青少年課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用船場センタービル管理費及び建物修繕積立金の支出について（平成26年11月分）
653,019

こども青少年局 青少年課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 旅費　普通旅費 平成２６年度　市内出張交通費および管外出張旅費（近接地）の支出について（１０月分）
12,140

こども青少年局 青少年課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市留守家庭児童対策事業補助金の支出について (下半期分 2/2)
1,229,000

こども青少年局 青少年課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 旅費　普通旅費 平成２６年度市内出張交通費（１０月分）の支出について
5,040

こども青少年局 青少年課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　印刷製本費 新成人への市長メッセージ等の印刷にかかる支出について
117,547

こども青少年局 青少年課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 平成26年度大阪市青少年指導員実践研修業務委託にかかる経費の支出について
352,242

こども青少年局 青少年課 平成26年11月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　交付金 塾代助成事業全市実施にかかる交付金の支出について（９月分２回目）
22,559,986

こども青少年局 経理課 平成26年11月11日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
87,785

こども青少年局 経理課 平成26年11月11日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
41,000

こども青少年局 経理課 平成26年11月11日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
500

こども青少年局 経理課 平成26年11月11日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,700

こども青少年局 経理課 平成26年11月11日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,074

こども青少年局 経理課 平成26年11月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
400

こども青少年局 経理課 平成26年11月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,700

こども青少年局 経理課 平成26年11月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
246

こども青少年局 経理課 平成26年11月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
37,146

こども青少年局 経理課 平成26年11月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,330

こども青少年局 経理課 平成26年11月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
164

こども青少年局 経理課 平成26年11月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,823

こども青少年局 経理課 平成26年11月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,554

こども青少年局 経理課 平成26年11月11日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
246

こども青少年局 経理課 平成26年11月11日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,566

こども青少年局 経理課 平成26年11月11日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,500

こども青少年局 経理課 平成26年11月12日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 こども青少年局一般事務用「地方財務実務提要（追録517-518）」の買い入れについて
4,526

こども青少年局 経理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 負担金、補助及交付金　分担金 こども青少年局分室にかかる管理費等の支出について（11月分）
184,208

こども青少年局 経理課 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 もと矢田中保育所機械警備業務委託長期継続の支払いについて（10月分）
18,360

こども青少年局 経理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 直営修繕作業用　シングル混合栓　外９点の購入経費の支出について
268,272

こども青少年局 経理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１０月分）
52,118

こども青少年局 経理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１０月分）
120

こども青少年局 経理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１０月分）
11,786

こども青少年局 経理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１０月分）
3,064

こども青少年局 経理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１０月分）
211,620

こども青少年局 経理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１０月分）
36,967

こども青少年局 経理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１０月分）
15,670

こども青少年局 経理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１０月分）
655,283

こども青少年局 経理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１０月分）
164

こども青少年局 経理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１０月分）
11,877

こども青少年局 経理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１０月分）
33,252

こども青少年局 経理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１０月分）
32,990

こども青少年局 経理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１０月分）
1,655

こども青少年局 経理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１０月分）
92

こども青少年局 経理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１０月分）
11,685

こども青少年局 経理課 平成26年11月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１０月分）
2,994
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こども青少年局 管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務委託の実施並びに同所要経費の支出について（東成区外９件・２８園分）９月分
220,752

こども青少年局 管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務委託の実施経費の支出について（北区外７件・１８園分）９月分
134,136

こども青少年局 管理課 平成26年11月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市病児・病後児保育事業、確定加算額の支出について(第２四半期)（その２）
4,123,040

こども青少年局 管理課 平成26年11月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年１１月５日支払児童手当給付費の支出について（施設入所児童分）
1,275,000

こども青少年局 管理課 平成26年11月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年１１月５日支払子ども手当給付費の支出について
120,000

こども青少年局 管理課 平成26年11月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年１１月５日支払児童手当給付費の支出について
165,289,400

こども青少年局 管理課 平成26年11月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する健診委託料の支出について　9月分（府内）
383,160

こども青少年局 管理課 平成26年11月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する振込手数料の支出について　9月分（府内）
3,120

こども青少年局 管理課 平成26年11月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する事務手数料の支出について　9月分（府内）
6,386

こども青少年局 管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 家庭児童相談員月例研修会の講師謝礼の支払いについて(平成26年10月)
16,380

こども青少年局 管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出について（第12回目）
11,025,000

こども青少年局 管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する医療扶助費の支出について　No8
1,053,138

こども青少年局 管理課 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する健診委託料の支出について　9月分（府外）
10,625,970

こども青少年局 管理課 平成26年11月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 《歯の保健》図画・ポスターコンクール幼稚園表彰にかかる賞品の購入経費の支出について
2,268

こども青少年局 管理課 平成26年11月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度福島区子ども・子育てプラザにかかるエレベーター保守点検業務の経費の支出について（平成２６年７月～９月分）
154,224

こども青少年局 管理課 平成26年11月12日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 報償費　報償金 第２回（B・C日程）大阪市立幼稚園民間移管予定者選定会議にかかる委員への報償金の支出にについて
32,710

こども青少年局 管理課 平成26年11月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 管理課市内出張交通費の支出について（平成２６年８月分）
15,480

こども青少年局 管理課 平成26年11月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　普通旅費 管理課市内出張交通費の支出について（平成２６年８月分）
2,340

こども青少年局 管理課 平成26年11月13日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

旅費　普通旅費 管理課市内出張交通費の支出について（平成２６年８月分）
5,820

こども青少年局 管理課 平成26年11月14日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

負担金、補助及交付金　交付金 子育て世帯臨時特例給付金の支給（１１月分）について
107,440,000

こども青少年局 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出（第10回目分）
375,000

こども青少年局 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　分担金 子育ていろいろ相談センター等建物共用部分にかかる短期計画修繕費の支出について（平成２６年度）
3,396,654

こども青少年局 管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市訪問型病児保育モデル事業、確定加算額の支出について（第２四半期）
58,838

こども青少年局 管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 総合福祉システム所得計算の設定誤りによる児童手当給付費の支出について
615,000

こども青少年局 管理課 平成26年11月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 幼児歯科対策事業用　幼児歯科対策事業にかかるポスターコンクール表彰式における賞品　買入
10,627

こども青少年局 管理課 平成26年11月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する医療扶助費の支出について　No9
736,390

こども青少年局 管理課 平成26年11月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務委託の実施経費の支出について（東成区外９件・２８園分）１０月分
220,752

こども青少年局 管理課 平成26年11月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務委託の実施経費の支出について（北区外７件・１８園分）１０月分
134,136

こども青少年局 管理課 平成26年11月19日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

委託料　委託料 子育て世帯臨時特例給付金にかかる申請書等作成および封入・封緘・配送業務委託（概算契約）の支出について（第３回）
500,666

こども青少年局 管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 児童手当実務提要（８３～８４）の買入にかかる経費の支出について
7,200

こども青少年局 管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 児童家庭法令通達集追録（第７５５～７５７号）の買入にかかる経費の支出について
10,368

こども青少年局 管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　出産前小児保健指導事業実施にかかる委託料の支出について（９月分）
6,172

こども青少年局 管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦・乳児一般健康診査事業及び出産前小児保健指導事業に要する振込手数料の支出について　10月分（府内）
187,980

こども青少年局 管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦・乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　10月分（府内）
176,899,788

こども青少年局 管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 家庭児童相談員事例研究会講師謝礼の支払いについて（平成２６年１１月）
16,040

こども青少年局 管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市病児・病後児保育事業、確定加算額の支出について(第２四半期)（その３）
5,584,440

こども青少年局 管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　乳幼児精密健康診査事業にかかる診査費の支出について（９月分）
41,076

こども青少年局 管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出について（第13回目）
15,803,340

こども青少年局 管理課 平成26年11月21日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

使用料及賃借料　使用料 子育て世帯臨時特例給付金オフィスデスクほか１５点借入（その２）の支出について（第６回）
142,707

こども青少年局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市子育て短期支援事業委託料の支出について(第２四半期分)
608,000

こども青少年局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務委託実施並びに同所要経費の支出について（住吉区・住之江区・平野区・西成区）１０月分
101,736

こども青少年局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

役務費　通信運搬費 子育て世帯臨時特例給付金支給事業にかかる後納郵便料金の支出について（１０月分）
2,265,535

こども青少年局 管理課 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度もと大淀勤労青少年ホーム（北区子ども・子育てプラザ）外5施設清掃業務委託他３件の実施経費の支出について（１０月分）
1,848,190

こども青少年局 管理課 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成２６年度　市立幼稚園歯みがき指導業務にかかる所要経費の支出について
242,827

こども青少年局 管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度　養育支援訪問事業（専門的家庭訪問支援事業）の支出について（第2四半期）
3,214,679

こども青少年局 管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度　乳児家庭全戸訪問事業の支出について（第2四半期）
13,705,249

こども青少年局 管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　母子訪問指導事業の支出について（第2四半期）
1,973,244

こども青少年局 管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　療育指導診査事業にかかる診査費の支出について（９月分）
48,608
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こども青少年局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 平成２６年度第８３回全国民生委員児童委員大会への職員派遣にかかる経費の支払いについて
5,640

こども青少年局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（１０月分）の支出について
16,960

こども青少年局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 乳児家庭全戸訪問事業にかかる出生連絡票後納料金の支払いについて
5,025

こども青少年局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　10月分（府内）
304,290

こども青少年局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する健診委託料の支出について　10月分（府内）
13,920

こども青少年局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 市立幼稚園コピー機使用料の支出について（平成２６年１０月分）
842,667

こども青少年局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　分担金 子育ていろいろ相談センター等建物共用部分にかかる長期計画修繕積立金の支出について（平成２６年度）
1,437,691

こども青少年局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

需用費　光熱水費 中央卸売市場本場業務管理棟（子育て給付金事務センター）にかかる光熱水費の支出について（１０月分）
22,512

こども青少年局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

役務費　手数料 子育て世帯臨時特例給付金支給事業に係る口座振替手数料及び組戻し手数料の支出について（概算契約）（その２）（第２回）
395,756

こども青少年局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

役務費　手数料 子育て世帯臨時特例給付金支給事業に係る口座振替手数料及び組戻し手数料の支出について（概算契約）（その４）第２回目
527,580

こども青少年局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

役務費　手数料 子育て世帯臨時特例給付金支給事業に係る口座振替手数料及び組戻し手数料の支出について（概算契約）（その１）（第２回）
112,104

こども青少年局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

役務費　手数料 子育て世帯臨時特例給付金支給事業に係る口座振替手数料及び組戻し手数料の支出について（概算契約）（その３）（第２回）
1,716,444

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月05日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 平成26年度要保護児童対策地域協議会機能強化事業にかかる所要経費の支出について（９月分）
472,390

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度身元保証人確保対策事業に係る保証料の支出について（年度途中加入）
5,280

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 児童扶養手当の障がい判定に係る診断書判定業務委託料の支出について（上半期分）
60,480

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 長野市美和荘にかかる１０月分措置費の支出について
410,859

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置費の支払いについて（１１月分）
385,556,930

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支出について（７～９月分 ２回目）
2,434,500

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支出について（平成26年度4～7月分・9回目：差額分）
118,000

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第1回児童虐待事例検証部会に係わる委員報酬の支出について
80,025

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成26年度第1回児童虐待事例検証部会に係わる委員報酬の支出について
2,170

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 施設退所者へのエール　居場所・自助活動支援授業にかかる委託料の支出について（下期分）
4,030,000

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度児童扶養手当給付費の支出について（平成26年11月期追加払・手当額誤り分）
627,360

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度児童扶養手当給付費の支出について（平成26年11月期随時払）
18,296,030

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 京都府立桃山学園にかかる９月分措置費の支出について
561,608

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度助産施設措置費（８月・９月請求分）の支出について
13,240,962

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 児童相談システム用機器保守業務委託(長期契約)の支出について（10月分）
91,800

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 大津しらゆりにかかる１０月分措置費の支出について
270,839

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市養育支援訪問事業「エンゼルサポーター派遣事業」にかかる所要経費の支出について（８・９月分）
1,000,802

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用鍼灸マッサージに係る療養費の支出について（１０月分）
1,268,106

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 母子生活支援施設にかかる指定管理業務代行料（１１月分）の支出について
27,789,638

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 入舟寮他３施設に係る指定管理業務代行料の支出について（１１月分）
64,753,550

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（１０月概算払追給分）
7,874,977

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（１１月概算払分）
104,810,000

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（１１月概算払分）
94,922,853

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 兵庫県立明石学園にかかる１０月分措置費の支出について
453,634

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支払いについて(１１月払い分）
22,777

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支払いについて(１１月払い分）
17,561,706

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度こども医療費助成事業用柔道整復術療養費審査支払手数料の支出について（１０月審査分）
343,728

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支払いについて(１１月払い分）
144,039

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費審査支払手数料の支出について（１０月審査分）
5,056,216

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支払いについて(１１月払い分）
17,729,906

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 母子生活支援施設わかくさにかかる11月分措置費の支出について
300,803

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（１０月審査分）
412,016

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（１０月審査分）
2,947,472

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２６年度　ひとり親家庭等生活支援事業にかかる委託料の支出について（第３四半期分）
1,505,057

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用柔道整復術療養費の支出について（１１月決定分）
7,235,871

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用柔道整復術療養費の支出について（１１月決定分）
11,419,673
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こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２６年度　ひとり親家庭等日常生活支援事業にかかる委託料の支出について（８・９月分）
2,877,557

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 里親にかかるレスパイト・ケアの支出について（８月分）
5,600

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（平成２６年１０月分）の支出について
30,118

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（１０月審査分）
17,017,772

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度施設児童自立支援事業（学力ケア）にかかる所要経費の支出について（１０月分）
4,442,347

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（１１月概算払分）
379,438,187

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 和歌山県立白浜なぎさホームにかかる11月分措置費の支出について
168,830

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪府立修徳学院にかかる９～１０月分措置費の支出について
3,705,708

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（１０月審査分：基金）
1,993,243

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（１１月概算払分：基金）
63,011,987

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支出について（７～９月分 ３回目）
2,923,000

こども青少年局 こども家庭課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支出について（平成26年度4～6月分・10回目：差額分）
88,500

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　電話料金の支出について（９月分）
5,037

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 阿武山学園　プールろ過装置保守点検業務経費の支出について
43,200

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 阿武山学園　市内出張交通費（９月分）の支出について
31,210

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　牛乳類買入経費の支出について（７月～９月分）
104,389

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　加工食品類買入経費の支出について（７月～９月分）
333,626

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　肉類買入経費の支出について（７月～９月分）
410,897

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　和菓子（お彼岸）買入経費の支出について（９月分）
5,265

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　菓子類買入経費の支出について（７月～９月分）
64,462

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　米買入経費の支出について（７月～９月分）
201,204

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　乾物類買入経費の支出について（７月～９月分）
137,880

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　業務用食品類買入経費の支出について（７月～９月分）
70,546

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　デザート類経費の支出について（７月～９月）
24,552

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　麺類買入経費の支出について（７月～９月分）
8,964

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　野菜類買入及び同経費の支出について（９月）
463,415

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　魚介類買入及び同経費の支出について（９月分）
116,069

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　冷凍食品類買入経費の支出について（７月～９月分）
40,573

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　パン類買入経費の支出について（７月～９月分）
87,597

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 第６５回全日本少年野球大会参加にかかるバスの借上げ業務委託所要経費の支出について
150,843

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園　コピー代金の支払について（９月分）
88,436

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（１０月分：１０月１日～１０月３１日）
432

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　燃料費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（１０月分：１０月１日～１０月３１日）
40,000

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 阿武山学園桜寮ガス給湯器修繕経費の支出について
59,724

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 阿武山学園楠寮ガスヒートポンプ式エアコン修繕経費の支出について
11,016

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 第６回高槻市連盟会長杯卓球大会参加にかかる経費の支出について（１１月１６日開催分）
7,200

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園　小口支払基金の支出について（１０月分：１０月１日～１０月３１日）
24,560

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 第６回高槻市連盟会長杯卓球大会参加にかかる経費の支出について（１１月１６日開催分）
4,800

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 弘済小学校分校社会見学参加経費の支出について
1,600

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 弘済小学校分校社会見学参加経費の支出について
1,840

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 弘済小学校分校社会見学参加経費の支出について
700

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 第３４回近畿児童自立支援施設駅伝大会の監督者会議参加にかかる経費支出について
3,000

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 阿武山学園　残飯収集運搬処理業務委託経費の支出について（１０月分）
21,600

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 阿武山学園　本館便所清掃業務委託経費の支出について（１０月分）
17,100

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園　ネットワーク回線使用料（９月分）の支出について
6,998

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　電話料金の支出について（１０月分）
5,160

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　阿武山学園入所児童生活指導訓練費の支出について（１１月分）
231,000

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園　紅葉ハイキング実施経費の支出について
80,000
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こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　冷凍食品類買入経費の支出について（１０月分）
40,454

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　麺類買入経費の支出について（１０月分）
12,616

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　加工食品類買入経費の支出について（１０月分）
370,386

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　デザート類経費の支出について（１０月分）
30,522

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　パン類買入経費の支出について（１０月分）
98,112

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　米買入経費の支出について（１０月分）
215,740

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　業務用食品類買入経費の支出について（１０月分）
24,833

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　菓子類買入経費の支出について（１０月分）
104,494

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　肉類買入経費の支出について（１０月分）
477,307

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　牛乳類買入経費の支出について（１０月分）
111,399

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　乾物類買入経費の支出について（１０月分）
141,988

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 第３４回近畿児童自立支援施設駅伝大会参加にかかる児童昼食代経費の支出について
9,600

こども青少年局 阿武山学園 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 阿武山学園警察非常通報装置保守点検業務委託経費の支出について（４月～９月分）
19,440

こども青少年局 運営担当 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 平成26年度第59回全国里親大会おかやま大会への出席にかかる所要経費の支出について（平成26年10月18日実施分）
12,040

こども青少年局 運営担当 平成26年11月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年10月22日実施分）
2,460

こども青少年局 運営担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 医療的機能強化事業用鑑定医報償金の支出について（９月１２日鑑定分）
21,300

こども青少年局 運営担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（９月分）の支出について（光IP電話通話料）
519,883

こども青少年局 運営担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 メンタルフレンド訪問援助事業用活動費（第２四半期分）の支出について
105,120

こども青少年局 運営担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業報酬金の支出について（10月23日実施分）
57,072

こども青少年局 運営担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成２６年度教育相談事業ケース検討会議の講師謝礼の支出について（支援方策の見立て・第５回）
88,640

こども青少年局 運営担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（９月分魚介類）
511,056

こども青少年局 運営担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（９月分肉・肉加工品）
379,429

こども青少年局 運営担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（９月分業務用調味料類・米類）
473,383

こども青少年局 運営担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（９月分）の支出について（児童虐待ホットライン用フリーダイヤル通話料）
44,147

こども青少年局 運営担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 平成26年度こども相談センター事業用電話料金（９月分）の支出について（平野分室）
22,430

こども青少年局 運営担当 平成26年11月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年10月24日実施分）②
2,260

こども青少年局 運営担当 平成26年11月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年10月24日実施分）
5,170

こども青少年局 運営担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター事業用コピー代金の支出について（９月分）
164,604

こども青少年局 運営担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 乾式電子複写機（ＦＡＸ）の所要経費の支出について（１０月分）
4,294

こども青少年局 運営担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（10月後半分）
273

こども青少年局 運営担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 情緒障がい児外来治療センター事業用報償金（１０月分）の支出について
48,600

こども青少年局 運営担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 親・子のカウンセリング事業用報償金（１０月分）の支出について
365,280

こども青少年局 運営担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 精密検診及び事後指導用報償金（１０月分）の支出について
72,900

こども青少年局 運営担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業（性加害治療教育プログラム）こども相談センター職員研修における講師謝礼の支出について（１０月２８日分）
21,300

こども青少年局 運営担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月後半分）
17,542

こども青少年局 運営担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（10月後半分）
80,000

こども青少年局 運営担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（10月後半分）
245

こども青少年局 運営担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月後半分）
460

こども青少年局 運営担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（10月後半分）
1,200

こども青少年局 運営担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成26年度児童相談システム用バックアップデータ遠隔地保管業務委託にかかる所要経費の支出について（10月分）
5,616

こども青少年局 運営担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度児童相談システム機器（平野分室）借入経費の支出について（10月分）
10,713

こども青少年局 運営担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度児童相談システム機器等借入経費の支出について（10月分）
43,977

こども青少年局 運営担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター休日及び平日夜間の電話教育相談事業委託契約にかかる支出について（平成26年10月分）
2,521,000

こども青少年局 運営担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成26年度こども相談センター不登校児童通所事業（中央通所ルームＡ外１５区分）業務委託契約にかかる支出について（平成26年10月分）
9,181,500

こども青少年局 運営担当 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成26年度こども相談センター不登校児童通所事業（中央通所ルームＣ）業務委託契約にかかる支出について（平成26年10月分）
450,500

こども青少年局 運営担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度社会福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（１０月分）の支出について
48,015

こども青少年局 運営担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成26年度社会福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（１０月分）の支出について
1,600

こども青少年局 運営担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度こども相談センター事業用一時保護委託にかかる措置費の支出について（No.014）
1,952,958
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こども青少年局 運営担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 里親委託推進普及啓発用クリアホルダー印刷及び同所要経費の支出について
203,040

こども青少年局 運営担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度こども相談センター一時保護所用組立式プール一式借入経費の支出について（10月分）
98,700

こども青少年局 運営担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２６年度こども相談センター診療所事業用書籍外6点の支出について（その２）
14,387

こども青少年局 運営担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用料金後納郵便の支出について（１０月分）
74,877

こども青少年局 運営担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター清掃業務委託料（平成２６年１０月分）の支出について
441,000

こども青少年局 運営担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター等施設維持管理業務委託料（平成２６年１０月分）の支出について
732,024

こども青少年局 運営担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター警備業務委託料（平成２６年１０月分）の支出について
567,000

こども青少年局 運営担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター昇降機保守点検業務委託料（平成２６年１０月分）の支出について
129,600

こども青少年局 運営担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 備品購入費　図書購入費 平成２６年度こども相談センター診療所事業用書籍外6点の支出について（その２）
17,105

こども青少年局 運営担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 スクールカウンセラー報償金の支出について（平成26年10月分）
18,661,270

こども青少年局 運営担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年11月7日実施分）
2,640

こども青少年局 運営担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 こども相談センター事業用市内・近接管外出張交通費（８月分）の支出について
588,318

こども青少年局 運営担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター（平野分室）事業用ガス料金（１０月分）の支出について
37,607

こども青少年局 運営担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　損害保険料 未成年後見人支援事業にかかる保険料の支出について(11月7日分）
4,890

こども青少年局 運営担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　損害保険料 未成年後見人支援事業にかかる保険料の支出について（10月28日分）
4,890

こども青少年局 運営担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 平成26年度中部・近畿管区内児童虐待防止対策担当者実践塾への参加にかかる所要経費の支出について（平成26年11月6日～7日実施分）
38,920

こども青少年局 運営担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年11月11日実施分）
4,320

こども青少年局 運営担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年11月7日実施分）②
8,220

こども青少年局 運営担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年11月7日実施分）③
2,640

こども青少年局 運営担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センターにおける臨床検査業務委託料の支出について（１０月分）
72,646

こども青少年局 運営担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 児童移送用公用車ＥＴＣ利用有料道路通行料（９月分）の支出について
134,150

こども青少年局 運営担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 児童虐待防止援助活動弁護士報酬について（第２四半期分）
1,384,500

こども青少年局 運営担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（９月分パン）
203,590

こども青少年局 運営担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（９月分野菜類・果物類・だし類）
1,074,267

こども青少年局 運営担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（９月分一般調味料類・菓子類）
683,164

こども青少年局 運営担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター事業用自動車のリース（長期契約）代金の支出について（２６年１０月分）
113,832

こども青少年局 保育企画課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市保育所職員１０月研修会に係る所要経費の支出について（講師謝礼）
35,700

こども青少年局 保育企画課 平成26年11月05日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 報償費　報償金 幼児教育の充実（就学前教育カリキュラムの開発）のための保育所におけるモデル保育所での試行・検証の実施に係る所要経費の支出について（報償金）
69,060

こども青少年局 保育企画課 平成26年11月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保育所の「従うべき基準」に係る打ち合わせへの参加及び同経費の支出について
58,480

こども青少年局 保育企画課 平成26年11月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保育所の「従うべき基準」に係る打ち合わせへの参加及び同経費の支出について
58,480

こども青少年局 保育企画課 平成26年11月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　他市公立保育所運営費（10月分）の支出について（山口県美祢市：秋吉保育園）
88,950

こども青少年局 保育企画課 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　市内民間保育所運営費（11月分）の支出について
2,829,108,510

こども青少年局 保育企画課 平成26年11月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成26年度　市内出張交通費（９月分）支出について
87,710

こども青少年局 保育企画課 平成26年11月13日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市保育所職員11月研修会実施に係る所要経費の支出について
18,050

こども青少年局 保育企画課 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市保育所職員１０月研修会に係る所要経費について（会場費）
17,850

こども青少年局 保育企画課 平成26年11月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度総合福祉システム（福祉五法システム）納入通知書等作成業務（4月～12月）（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（10月分）
220,116

こども青少年局 保育企画課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市保育所職員研修会（食育講座）実施に係る所要経費の支出について
18,050

こども青少年局 保育企画課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度総合福祉システム（福祉五法システム）納入通知書等裁断、封入、封緘、配送業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（10月分）
188,004

こども青少年局 保育企画課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 使用料及賃借料　使用料 保育料徴収事務にかかるノート型パソコンの借入にかかる経費の支出について（10月分）
12,075

こども青少年局 保育企画課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市保育所職員11月研修会実施に係る所要経費の支出について
18,050

こども青少年局 保育企画課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保育所保育料の滞納整理のために実施する財産調査に係る返信用封筒貼付切手の購入および同所要経費の支出について（２回目）
57,500

こども青少年局 保育企画課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度保育所入所関係帳票（福祉五法システム）の裁断等業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（10月分）
70,877

こども青少年局 保育企画課 平成26年11月20日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市民間保育所賃料等補助金の支出について（第１回目）
3,750,000

こども青少年局 保育企画課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 大阪市保育所職員１０月研修会に係る所要経費の支出について（講師謝礼）
35,300

こども青少年局 保育企画課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保育所における居室面積特例措置の期間延長に関する要望書提出にかかる出張旅費の支出について
58,480

こども青少年局 保育企画課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　他市民間保育所運営費（7、8月分）の支出について（岐阜県中津川市：坂本さくら保育園）
187,120

こども青少年局 保育企画課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　他市民間保育所運営費（11月分）の支出について
6,442,260

こども青少年局 保育企画課 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 大阪市保育所職員１０月研修会に係る所要経費の支出について（講師謝礼）
19,160
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こども青少年局 保育企画課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ（家庭的保育）事業の実施及び同所要経費の支出について（保育所実施型）第２四半期分
28,246,166

こども青少年局 保育企画課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　他市公立保育所運営費（10月分）の支出について（安八郡安八町：ふたば保育園）
41,143

こども青少年局 保育企画課 平成26年11月28日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度保育所運営費国庫負担金受入超過に伴う還付について
15,670,460

こども青少年局 保育企画課 平成26年11月28日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 保育所保育料過誤納金（平成２６年過年度）の還付について（１１月分）
1,256,610

こども青少年局 保育企画課 平成26年11月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度大阪市小規模保育事業所整備補助金の支出について（すまいる保育園杭全）
7,500,000

こども青少年局 保育企画課 平成26年11月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度大阪市小規模保育事業所整備補助金の支出について（こぐまの森保育園　梅田園）
7,500,000

こども青少年局 保育企画課 平成26年11月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度大阪市小規模保育事業所整備補助金の支出について（ベビーランドさくら園）
4,562,000

こども青少年局 保育企画課 平成26年11月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度大阪市小規模保育事業所整備補助金の支出について（すまいる保育園山之内）
7,500,000

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 １１月４日支出分　所外保育にかかる賃金の支出について（１１月５～７日）１１月２週
924

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 １１月４日支出分　所外保育にかかる其他委員等旅費の支出について（１１月６日）
160

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 １１月４日支出分　所外保育にかかる其他委員等旅費の支出について（１１月５～７日）１１月２週
17,024

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 １１月４日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（１１月６日）
640

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 １１月４日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（１１月５～７日）１１月２週
47,536

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 野田保育所ポータブルアンプ修繕経費の支出について
28,620

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 浅香東保育所ポータブルアンプ修繕経費の支出について
21,924

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 浅香東保育所４歳児室空調機点検作業経費の支出について
11,772

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 東小橋保育所調理室給湯器点検作業経費の支出について
4,536

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 日之出保育所外２か所プールろ過装置保守点検の所要経費の支出について
129,600

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 １１月４日支出分　所外保育にかかる使用料の支出について（１１月５～７日）１１月２週
563,940

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 １１月５日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（１０月２８日分）
4

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成２６年度市立保育所（東田保育所）における電話料金の支出について（１０月分）
3,655

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所及び子育て支援センター等におけるコピー機使用料の支出について（９月分）
105,537

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所及び子育て支援センター等におけるコピー機使用料の支出について（９月分）
572,547

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成26年度市立保育所におけるインターネット回線使用料（ケイオプティコム９月分）の支出について
636,818

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　ニカド電池の購入及び同経費の支出について
11,296

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　ハンガーラックほか１点の購入及び同経費の支出について
20,400

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 １１月１０日支出分　所外保育にかかる其他委員等旅費の支出について（１１月１１～１４日）１１月３週
6,804

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 １１月１０日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（１１月１１～１４日）１１月３週
21,359

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 シュレッダーの購入及び同経費の支出について
10,800

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 梅本保育所５歳児保育室空調機分解洗浄作業経費の支出について
64,800

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 松之宮保育所エレベーター設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第２四半期分）
102,708

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 １１月１０日支出分　所外保育にかかる使用料の支出について（１１月１１～１４日、１７日）１１月３週
25,460

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月10日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 報償費　報償金 大阪市立保育所民間移管予定者選定会議の実施経費の支出について
671,360

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 市立　瓜破保育所入所児童緊急受診に伴うタクシー乗車料金の支出について
1,320

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所用　ペーパータオルほか１６点の購入及び同経費の支出について（１回目／全３回）
81,299

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所用　朱肉（大）ほか１２７点の購入及び同経費の支出について
26,923

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　朱肉（大）ほか１２７点の購入及び同経費の支出について
976,397

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　ペーパータオルほか１６点の購入及び同経費の支出について（１回目／全３回）
6,899,612

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所保育用物品　ジャングル冒険ドミノ（300ピース）  外１１０点 の購入及び同経費の支出について
199,087

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所保育用物品　ラミパッカー ＤＡiＳＹ ＬＰＤ3225 Ａ3 外５９点の購入及び同経費の支出について
53,589

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所保育用物品　ジャングル冒険ドミノ（300ピース）  外１１０点 の購入及び同経費の支出について
1,254,593

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所保育用物品　ラミパッカー ＤＡiＳＹ ＬＰＤ3225 Ａ3 外５９点の購入及び同経費の支出について
974,279

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 日之出保育所事務所インターホン修繕の支出について
8,424

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 八幡屋保育所一時保育室及び子育て支援ルーム空調機分解洗浄作業の実施経費の支出について
259,200

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所　保育用　ソフトベンチ　外６９点の購入及び同経費の支出について
115,690

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 １１月１７日支出分　所外保育にかかる其他委員等旅費の支出について（１１月１８～２１日）１１月４週
240

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 １１月１７日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（１１月１８～２１日）１１月４週
1,824

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所　保育用　ソフトベンチ　外６９点の購入及び同経費の支出について
798,992
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こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 １１月１７日支出分　所外保育にかかる使用料の支出について（１１月１８～２１日）１１月４週
17,800

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について（特別保育事業　平成２６年８月分）
40,790

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について（平成２６年８月分）
215,830

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　なわとびポールセットの購入及び同経費の支出について
24,840

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 市立　加島第1保育所入所児童緊急受診に伴うタクシー乗車料金の支出について
4,620

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所用　クッキングシートほか３０点（その２）の購入および同経費の支出について
5,520

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所用　ポスターカラーしろ　ほか１２３点の購入及び同経費の支出について
29,169

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　クッキングシートほか３０点（その２）の購入および同経費の支出について
1,088,261

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　ポスターカラーしろ　ほか１２３点の購入及び同経費の支出について
572,157

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所保育用　ペーパーカッターの購入及び同経費の支出について
12,852

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所保育用　掃除機ほか２点の購入及び同経費の支出について
189,108

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度　保育所運営事業委託料の支出について（１１月分）
788,532,644

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所機械警備業務（その２）委託の所要経費の支出について（１０月分）
93,312

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所機械警備業務（その４）委託の所要経費の支出について（１０月分）
68,040

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所機械警備業務（その３）委託の所要経費の支出について（１０月分）
60,480

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所機械警備業務（その１）委託の所要経費の支出について（１０月分）
68,040

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所夜間及び休日機械警備業務委託の所要経費の支出について（１０月分）
73,872

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所運営課市内出張交通費の支払いについて(９月分）
153,360

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育用マスク購入及び同経費の支出について
534,988

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成２６年度市立保育所における電話料金（ＫＤＤＩ１０月分）の支出について
136,364

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立保育所・幼稚園産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）の所要経費について（１０月分）
571,346

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 味原保育所外ポータブルアンプ修繕の所要経費の支出について
248,076

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 松通保育所自動扉修繕経費の支出について
378,000

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 南津守保育所外3か所ポータブルアンプ修繕経費の支出について
100,440

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 関目保育所４歳児保育室空調機修繕の支出について
69,768

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 万領保育所調理室空調機修繕経費の支出について
86,400

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 あすか保育所２歳児保育室空調機点検作業経費の支出について
7,236

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 鴫野保育所乳児トイレ給湯器点検作業経費の支出について
4,536

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 長吉第２保育所緊急スズメバチ防除作業経費の支出について
43,200

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 北中本保育所ポータブルアンプ修繕の実施経費の支出について
33,480

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 苅田南保育所ポータブルアンプ修繕経費の支出について
24,840

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 市立　瓜破保育所入所児童緊急受診に伴うタクシー乗車料金の支出について
1,320

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所・幼稚園一般廃棄物収集・運搬業務委託料の支出について（１０月）
956,232

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　船車賃借料 所外保育にかかるバス借上経費の支出について　１ブロック（北・福島・淀川・東淀川区分）
2,020,086

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　船車賃借料 所外保育にかかるバス借上経費の支出について（加美第２保育所）
202,608

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度都市再生機構内保育所（出来島・千島・豊里第２）賃貸料、共益費の支出について（１１月分）
266,220

こども青少年局 保育所運営課 平成26年11月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 もと神崎橋バス転回地にかかる用地使用料の支出について
44,402

環境局 環境管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
120

環境局 環境管理課 平成26年11月05日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　備品修繕料 大気汚染常時監視用出来島小学校測定局微小粒子状物質用サンプラー修繕に係る経費の支出について
124,200

環境局 環境管理課 平成26年11月06日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 土壌汚染対策用　平成26年度大都市水質主管担当者会議に係る資料代の支出について
3,000

環境局 環境管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
47,585

環境局 環境管理課 平成26年11月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 負担金、補助及交付金　会費 全国担当者会議の会議負担金の支出について
5,000

環境局 環境管理課 平成26年11月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　普通旅費 平成26年度廃棄物処理センター等全国担当者会議への出席について
43,860

環境局 環境管理課 平成26年11月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 使用料及賃借料　使用料 PCB廃棄物の処理に関する説明会の会場及び付帯設備使用に係る経費の支出について
51,100

環境局 環境管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 悪臭防止対策用悪臭分析パネルに係る報償金の支出について（10月8日実施分）
18,000

環境局 環境管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 平成26年度　大都市騒音振動主管担当者会議の出席に伴う出張旅費の支出について（騒音振動対策費）
95,180

環境局 環境管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内等出張交通費の支出について（９月追加分　環境規制）
576

環境局 環境管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 平成26年度　大都市騒音振動主管担当者会議の出席に伴う出張旅費の支出について（交通騒音振動対策費）
95,080
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環境局 環境管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油料金の支出について（公害パトロール用・平成26年9月分）
55,878

環境局 環境管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ高速道路通行料の支出について（公害パトロール・平成26年9月分）
20,750

環境局 環境管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　普通旅費 平成26年度大都市清掃事業協議会産業廃棄物担当課長会議への出席について
43,980

環境局 環境管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 郵便切手購入の支出について（一般事務用）
5,600

環境局 環境管理課 平成26年11月19日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 悪臭防止対策用悪臭分析パネルに係る報償金の支出について（10月24日実施分）
18,000

環境局 環境管理課 平成26年11月19日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 におい袋ほか８点の購入経費の支出について（悪臭防止対策用）
721,116

環境局 環境管理課 平成26年11月19日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 PCB廃棄物（安定器等）の処理に関する説明会の舞台設備運営業務委託に係る経費の支出について
84,240

環境局 環境管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 刈払機取扱者・振動工具安全教育受講用テキスト代の支出について（安全衛生用）
10,932

環境局 環境管理課 平成26年11月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 工事請負費　新規工事費 環境局管理用地（木吉焼却場）フェンス設置工事経費の支出について（管理用地維持管理用）完了払分
2,059,880

環境局 環境管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　備品修繕料 大気汚染常時監視用北粉浜小学校測定局非メタン炭化水素自動測定機の修繕に係る経費の支出について
474,876

環境局 環境管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 環境データ処理システム用コンピュータ機器一式長期借入に係る使用料の支出について（10月分）
59,098

環境局 環境管理課 平成26年11月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　燃料費 揮発油の購入（規制指導用）経費の支出について　９月分
12,321

環境局 環境管理課 平成26年11月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路（車両有料道路）通行料金用費用の支出について　９月分
5,040

環境局 環境管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 ＡＴＣ庁舎電気料金の支出について（平成２６年１０月分・庁舎管理用）
366,354

環境局 環境管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）月極駐車場使用料金の支出について（平成26年12月分・庁舎管理用）
151,200

環境局 環境管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）構内電話配線使用料の支出について（平成26年10月分・庁舎管理用）
1,080

環境局 環境管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）賃料・共益費の支出について（平成26年12月分・庁舎管理用）
4,670,190

環境局 環境管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 平成26年度大都市水質主管担当者会議への出席に伴う旅費の支出について(土壌汚染対策用)
36,740

環境局 環境管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 深夜業務に伴うタクシー代の支出について（一般事務用　平成26年10月14日分）
1,400

環境局 環境管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視テレメータシステム用機器長期借入にかかる経費の支出について（子局：10月分）
769,482

環境局 環境管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視用テレメータ機器一式長期借入に係る経費の支出について（親局：10月分）
448,524

環境局 環境管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 環境保全関係業務処理システム用サーバ及び周辺装置長期借入に係る経費の支出について（10月分）
53,892

環境局 環境管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大気汚染常時監視用ＡＴＣ庁舎の構内配線使用に係る経費の支出について（10月分）
5,940

環境局 環境管理課 平成26年11月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物情報管理システム用機器一式長期借入経費の支出について　１０月分
77,760

環境局 環境管理課 平成26年11月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費の支出について（10月分）
7,626

環境局 環境管理課 平成26年11月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 平成26年度大都市大気担当者会議の出席に伴う出張旅費の支出について（大気汚染対策費）
17,980

環境局 環境管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 法規関連書籍追録概算購入及び経費の支出について（第5回中間払い・環境管理部一般事務用）
10,481

環境局 環境管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（環境管理部 公害パトロール用・10月分）
32,088

環境局 環境管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 郵便料金の支出について（１０月分　環境管理部　一般業務用）
4,177

環境局 環境管理課 平成26年11月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　普通旅費 平成26年度近畿ブロック産業廃棄物処理対策推進協議会第3回技術研修部会（施設見学会）の出張について
980

環境局 環境管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（１０月分）
1,560

環境局 環境管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（１０月分）
8,130

環境局 環境管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内等出張交通費の支出について（１０月分）
1,592

環境局 環境管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内等出張交通費の支出について（１０月分）
14,210

環境局 環境管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
4,920

環境局 環境管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
4,000

環境局 環境管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
1,320

環境局 環境管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 自動車騒音面的評価システムに係る機器の借入経費の支出について（交通騒音振動対策用）10月分
5,940

環境局 環境管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
1,000

環境局 環境管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
1,000

環境局 環境管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
1,050

環境局 北部環境保全監視担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年９月分）
2,300

環境局 北部環境保全監視担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年９月分）
900

環境局 北部環境保全監視担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年９月分）
300

環境局 北部環境保全監視担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年９月分）
2,600

環境局 北部環境保全監視担当 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用、平成２６年１０月分）の支出について
3,120

環境局 東部環境保全監視担当 平成26年11月05日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
1,436

環境局 東部環境保全監視担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 一般事務用複写機使用料の支出について【東部環境保全監視（平成26年度第２四半期分】
14,100
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環境局 東部環境保全監視担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 東部環境保全監視グループ用市内出張交通費（９月分）について
640

環境局 東部環境保全監視担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
8,650

環境局 東部環境保全監視担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,000

環境局 東部環境保全監視担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,000

環境局 東部環境保全監視担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
5,500

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
800

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
1,050

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
500

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年９月分）
1,700

環境局 西部環境保全監視担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般業務用市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
1,400

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 南東部環境保全監視グループ用市内出張交通費（１０月分）について
110

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス駐輪場の賃借料（環境保全監視運営用）の支出について（１１月分）
2,000

環境局
南西部環境保全監視担
当

平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
200

環境局 事業管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
213

環境局 事業管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,328

環境局 事業管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 中部環境事業センター差動式スポット型感知器ほか１点購入費（施設維持管理用）の支出について
12,960

環境局 事業管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ごみ袋購入費（施設維持管理用）の支出について
38,880

環境局 事業管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 浴室用カランほか１点購入費（施設維持管理用）の支出について
222,048

環境局 事業管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 東北環境事業センター排水処理設備コンテナ反転装置油漏れ修理費（施設維持管理用）の支出について
906,120

環境局 事業管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 北部環境事業センター外８ヶ所　機械警備業務委託費（センター警備用）の支出について（９月分）
254,880

環境局 事業管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西南環境事業センター・東南環境事業センター・中部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（９月分）
458,426

環境局 事業管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 東部環境事業センター・中部環境事業センター出張所庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（９月分）
261,218

環境局 事業管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西部環境事業センター・東北環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（９月分）
311,011

環境局 事業管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 城北環境事業センター・北部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（９月分）
387,403

環境局 事業管理課 平成26年11月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,196

環境局 事業管理課 平成26年11月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 天六公衆トイレの光熱水費経費（公衆トイレ維持管理用）の支出について（９月分）
134,468

環境局 事業管理課 平成26年11月05日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
143

環境局 事業管理課 平成26年11月05日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複写機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
10,198

環境局 事業管理課 平成26年11月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 五条公園公衆トイレ手洗器取替修繕経費（公衆トイレ整備用）の支出について
31,320

環境局 事業管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
115,415

環境局 事業管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 西南環境事業センターリモートユニット用入力カードほか２点の購入費（施設維持管理用）の支出について
340,200

環境局 事業管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 西部環境事業センター３階脱衣室空調室内機修理費（施設維持管理用）の支出について
155,174

環境局 事業管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 報償費　報償金 第３回大阪市葬祭施設指定管理予定者選定会議委員報償金の支出について（霊園事業運営用）
66,060

環境局 事業管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
756,974

環境局 事業管理課 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 西北環境事業センタースポットクーラー購入費（施設維持管理用）の支出について
40,608

環境局 事業管理課 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 郵便切手の購入経費の支出について（一般事務用）
9,870

環境局 事業管理課 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 廃棄物処理事業用大阪市粗大ごみ処理手数料収納業務委託経費の支出について（郵便局平成26年9月分）
492,346

環境局 事業管理課 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西北環境事業センター・南部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（９月分）
370,873

環境局 事業管理課 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　印刷製本費 ポスターの印刷経費の支出について（たばこ市民マナー向上エリア用）
51,840

環境局 事業管理課 平成26年11月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【福島区・此花区・西淀川区内】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（９月分）
16,692

環境局 事業管理課 平成26年11月10日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（瓜破霊園過年度還付用）
3,733

環境局 事業管理課 平成26年11月10日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（服部霊園過年度還付用）
7,466

環境局 事業管理課 平成26年11月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 カードケースほか１点の購入経費（まちの美化推進事業用）の支出について
164,689

環境局 事業管理課 平成26年11月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【福島区・此花区・西淀川区内】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（９月分）
2,915,649

環境局 事業管理課 平成26年11月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【北部地域】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（９月分）
12,547,367

環境局 事業管理課 平成26年11月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【都島区・旭区内】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（９月分）
1,711,706

環境局 事業管理課 平成26年11月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【南部地域】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（９月分）
15,997,940

環境局 事業管理課 平成26年11月11日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 委託料　委託料 大阪市設服部霊園雨水管整備基本設計業務委託にかかる経費(霊園整備用)の支出について（前払金）
1,300,000
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環境局 事業管理課 平成26年11月11日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 委託料　委託料 合葬式墓地記名板記名業務委託（概算契約）実施経費（霊園整備用）の支出について（10月分）
119,556

環境局 事業管理課 平成26年11月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 人力除草・清掃業務委託（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（９月分）
5,564,411

環境局 事業管理課 平成26年11月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 ポケットティッシュ（たばこ市民マナー向上エリア用）の買入経費の支出について
779,328

環境局 事業管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 死獣処理用紙袋の購入経費（環境整備用）の支出について
1,045,170

環境局 事業管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 北部環境事業センター会議室棟２階会議室空調修繕費（施設維持管理用）の支出について
630,806

環境局 事業管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 東南環境事業センターＮＯ、２衣類乾燥機修繕費（施設維持管理用）の支出について
145,800

環境局 事業管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 東南環境事業センター１階正面玄関自動扉修繕（緊急）費（施設維持管理用）の支出について
383,400

環境局 事業管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 中部環境事業センターほか５箇所　消防用設備等点検業務委託経費（施設維持管理用）の支出について（第１回中間払い）
1,599,480

環境局 事業管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西南環境事業センター　機械警備業務委託費（センター警備用）の支出について（８月・９月分）
60,480

環境局 事業管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 中部環境事業センターほか５箇所　消防用設備等点検業務委託経費（施設維持管理用）の支出について（第１回中間払い）
15,120

環境局 事業管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 ラベルライター用テープカートリッジの購入経費の支出について（瓜破斎場事業管理用）
4,082

環境局 事業管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 住宅地図の買入にかかる経費の支出について（収集作業用）
828,576

環境局 事業管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 のぼりほか１件（たばこ市民マナー向上エリア用）の買入経費の支出について
441,720

環境局 事業管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　筆耕翻訳料 第２４回大阪市路上喫煙対策委員会速記にかかる経費（路上喫煙対策委員会用）の支出について
29,160

環境局 事業管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 シダホウキほか６点買入経費（清掃ボランティア用）の支出について
1,167,404

環境局 事業管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 パッキンケース（死獣・ペット処理用）の購入経費の支出について
111,888

環境局 事業管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣによる高速道路利用料金にかかる経費（収集作業用）の支出について（９月分）
1,817,050

環境局 事業管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣによる高速道路利用料金にかかる経費（収集作業用）の支出について（９月分）
501,680

環境局 事業管理課 平成26年11月18日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 中浜流注場受入槽・貯留槽等清掃業務委託経費（し尿流注業務用）の支出について（2回目）
453,600

環境局 事業管理課 平成26年11月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ごみ量集計用ごみ量集計システムサーバ機及び周辺装置の借入経費の支出について（平成26年10月分）
38,102

環境局 事業管理課 平成26年11月19日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立斎場予約受付システムソフトウェア借入経費の支出について（斎場事業運営用10月分）
56,727

環境局 事業管理課 平成26年11月19日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 使用料及賃借料　使用料 斎場予約受付システム用機器一式借入経費の支出について（斎場事業運営用10月分）
140,184

環境局 事業管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 ごみ量集計用ごみ量集計システム運用・保守委託経費の支出について（平成26年10月分）
123,984

環境局 事業管理課 平成26年11月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　燃料費 中浜流注場の車両用揮発油代金（し尿流注業務用）の支出について（９月分）
13,714

環境局 事業管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（西区・港区・大正区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（10月分）
2,880,000

環境局 事業管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（住之江区・住吉区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（10月分）
3,667,500

環境局 事業管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（旭区・城東区・鶴見区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（10月分）
5,940,000

環境局 事業管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（平野区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（10月分）
3,812,400

環境局 事業管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 ごみ量集計用ごみ量集計システムにかかる入力データ作成業務委託経費の支出について（平成26年10月分）
416,466

環境局 事業管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 駐車禁止表示看板購入経費の支出について（斎場事業運営用）
46,872

環境局 事業管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 大阪市立瓜破斎場夜間緊急受付業務委託経費の支出について（斎場事業運営用10月分）
13,500

環境局 事業管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
1,881,946

環境局 事業管理課 平成26年11月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 清掃ボランティア用郵便後納料金の支出について（平成26年10月分）
870

環境局 事業管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
520

環境局 事業管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
18,600

環境局 事業管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（天王寺区・東住吉区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（10月分）
3,212,100

環境局 事業管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（北区・都島区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（10月分）
2,754,000

環境局 事業管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（福島区・此花区・西淀川区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（10月分）
2,157,312

環境局 事業管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
1,330

環境局 事業管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（９月分）
20,860

環境局 事業管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 大阪市立北斎場及び鶴見斎場管理に係る業務代行料の支払いについて（斎場事業運営用10月分）
26,324,519

環境局 事業管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 大阪市立小林斎場及び佃斎場管理に係る業務代行料の支払いについて（斎場事業運営用10月分）
15,702,749

環境局 事業管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（９月分）
13,120

環境局 事業管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
3,600

環境局 事業管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 委託料　委託料 市設霊園（住吉霊園外４霊園）管理に係る業務代行料支払について（霊園管理用）(10月分)
6,128,100

環境局 事業管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 委託料　委託料 市設霊園（泉南メモリアルパーク）管理に係る業務代行料支払について（霊園管理用）（10月分）
9,192,400

環境局 事業管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 委託料　委託料 市設霊園（瓜破霊園外３霊園）及び服部納骨堂管理に係る業務代行料支払について（霊園管理用）(10月分)
20,719,000

環境局 事業管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（瓜破霊園過年度還付用）
15,620



平成26年度（平成26年11月）　公金支出情報

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

環境局 事業管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（瓜破霊園過年度還付用）
8,586

環境局 事業管理課 平成26年11月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
1,640

環境局 事業管理課 平成26年11月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 シスタンバルブの購入経費（公衆トイレ整備用）の支出について
36,288

環境局 事業管理課 平成26年11月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（中央区・浪速区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（10月分）
3,240,000

環境局 事業管理課 平成26年11月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 公衆トイレ及び喫煙設備清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（10月分）
148,284

環境局 事業管理課 平成26年11月26日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
567,807

環境局 事業管理課 平成26年11月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 公衆トイレ及び喫煙設備清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（10月分）
563,371

環境局 事業管理課 平成26年11月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 公衆トイレ清掃・管理業務委託（その１）経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（10月分）
958,895

環境局 事業管理課 平成26年11月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 し尿収集運搬業務委託経費（し尿流注業務用）の支出について（10月分）
349,920

環境局 事業管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 廃棄物処理事業用粗大ごみ処理手数料納入通知書等の後納郵便料の支出について（平成26年10月分）
738

環境局 事業管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ処理手数料収納用粗大ごみ処理手数料券の配送業務委託経費の支出について（平成26年10月分）
756

環境局 事業管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ処理手数料収納用粗大ごみ処理手数料券の保管・仕分・配送業務委託経費の支出について（平成26年10月分）
89,974

環境局 事業管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（淀川区・東淀川区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（10月分）
4,050,000

環境局 事業管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（阿倍野区・西成区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（10月分）
4,500,000

環境局 事業管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（東成区・生野区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（10月分）
4,329,000

環境局 事業管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 リサイクルカートほか３点購入費（施設維持管理用）の支出について
67,932

環境局 事業管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
568

環境局 事業管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 東部環境事業センター空気調和機ロールフィルター取替修繕費（施設維持管理用）の支出について
103,680

環境局 事業管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 中部環境事業センター出張所１階作業車出入口重量シャッター修繕費（施設維持管理用）の支出について
99,468

環境局 事業管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 北部環境事業センター外８ヶ所　機械警備業務委託費（センター警備用）の支出について（10月分）
254,880

環境局 事業管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西南環境事業センター・東南環境事業センター・中部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（１０月分）
511,832

環境局 事業管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度　ホイルローダ月次検査・年次検査及びオイル交換等整備業務委託（その１）にかかる経費（粗大ごみ中継地運営用）の支出について（１０月分）
7,560

環境局 事業管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度　ホイルローダ月次検査・年次検査及びオイル交換等整備業務委託（その２）にかかる経費（粗大ごみ中継地運営用）の支出について（１０月分）
7,560

環境局 事業管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度　粗大ごみ収集等申込受付業務委託に伴う経費（廃棄物処理事業用）の支出について（10月分）
15,630,864

環境局 事業管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 動物死体処理業務委託経費（動物死体処理用）の支出について（１０月分）
2,051,010

環境局 事業管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西南環境事業センター　機械警備業務委託費（センター警備用）の支出について（10月分）
30,240

環境局 事業管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　機械器具費 リサイクルカートほか３点購入費（施設維持管理用）の支出について
120,960

環境局 事業管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
4,665

環境局 事業管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　手数料 平成２６年１０月分　作業服洗濯手数料（概算契約）の支出について（瓜破斎場事業管理用）
23,079

環境局 事業管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
274,582

環境局 事業管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（瓜破霊園過年度還付用）
3,733

環境局 事業管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 五条公園公衆トイレ自動点滅器取替修繕経費（公衆トイレ整備用）の支出について
147,960

環境局 北部環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,749

環境局 北部環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,800

環境局 北部環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
648

環境局 北部環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,558

環境局 北部環境事業センター 平成26年11月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 カラーレーザープリンタ用紙（普及啓発用）購入経費の支出について
6,739

環境局 北部環境事業センター 平成26年11月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 伸縮ハンガーラックーほか５点（展示提供用）　購入経費の支出について
45,198

環境局 北部環境事業センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（１０月分）
35,070

環境局 北部環境事業センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１０月分）
976,512

環境局 北部環境事業センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１０月分）
632,522

環境局 東北環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（26年8月分）
5,689

環境局 東北環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（26年8月分）
10,664

環境局 東北環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（26．9月中継地分）
101,193

環境局 東北環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（26．9月分）
402,231

環境局 東北環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（26．9月分）
2,276,856

環境局 東北環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（26.9月分）
927,936

環境局 東北環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（26年8月分）
3,340
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環境局 東北環境事業センター 平成26年11月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
3,916

環境局 東北環境事業センター 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 ９月分市内等出張交通費の支出について
30,150

環境局 東北環境事業センター 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
49,097

環境局 東北環境事業センター 平成26年11月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（東淀川区再振込分）
55,540

環境局 東北環境事業センター 平成26年11月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（26年9月分）
8,257

環境局 東北環境事業センター 平成26年11月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（26年9月分）
600

環境局 東北環境事業センター 平成26年11月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（26年9月分）
250

環境局 東北環境事業センター 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成26年度　工業用水道使用料金の支出について（洗車用・11月分）
17,230

環境局 東北環境事業センター 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成26年度　下水道使用料金の支出について（庁舎管理用・10月分）
264,065

環境局 東北環境事業センター 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（26年10月分）
1,781

環境局 東北環境事業センター 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（26年10月分）
2,840

環境局 東北環境事業センター 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（26年10月分）
1,300

環境局 東北環境事業センター 平成26年11月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（26年10月分）
247

環境局 城北環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（第２四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（平成２６年９月分）
1,517,904

環境局 城北環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（第２四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
927,936

環境局 城北環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（旭区再振込分）
114,740

環境局 城北環境事業センター 平成26年11月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
3,704

環境局 城北環境事業センター 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
50,968

環境局 城北環境事業センター 平成26年11月11日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（鶴見区再振込分）
140,100

環境局 城北環境事業センター 平成26年11月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
153,170

環境局 城北環境事業センター 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用等市内出張交通費の支給について（平成２６年９月分）
20,730

環境局 城北環境事業センター 平成26年11月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ゴム印の作成に係る支出について（一般事務用）
2,721

環境局 城北環境事業センター 平成26年11月18日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 普及啓発事業用インクジェットプリンタ用カラーインクの購入経費支出について
26,190

環境局 城北環境事業センター 平成26年11月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（城東区再振込分）
5,000

環境局 城北環境事業センター 平成26年11月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
15,931

環境局 城北環境事業センター 平成26年11月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
2,366

環境局 城北環境事業センター 平成26年11月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
2,662

環境局 城北環境事業センター 平成26年11月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
4,800

環境局 城北環境事業センター 平成26年11月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
1,146

環境局 城北環境事業センター 平成26年11月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
1,900

環境局 城北環境事業センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物処理事業用テープカートリッジほか１７点購入経費の支出について
37,800

環境局 西北環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について(福島区再振込分)
13,415

環境局 西北環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（此花区再振込分）
10,000

環境局 西北環境事業センター 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費（９月分）の支出について
16,110

環境局 西北環境事業センター 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物処理事業用掃除機購入経費の支出について
15,876

環境局 西北環境事業センター 平成26年11月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（西淀川区再振込分）
132,507

環境局 西北環境事業センター 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 職員衛生用手洗い石鹸水購入経費の支出について
26,460

環境局 西北環境事業センター 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用下水道使用料の支出について（平成26年１０月分）
454,701

環境局 西北環境事業センター 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 車両洗車用工業用水道使用料の支出について（平成26年１１月分）
26,529

環境局 西北環境事業センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成26年10月分）
4,538

環境局 西北環境事業センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 廃棄物収集輸送用揮発油購入経費の支出について（平成２６年１０月分）
885,168

環境局 西北環境事業センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 廃棄物収集輸送用圧縮天然ガス購入経費の支出について（スタンド平成26年１０月分）
608,876

環境局 西北環境事業センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 廃棄物収集輸送用軽油購入経費の支出について（平成２６年１０月分）
1,464,768

環境局 西北環境事業センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成26年10月分）
2,021

環境局 西北環境事業センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（平成26年10月分）
4,720

環境局 西北環境事業センター 平成26年11月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成26年10月分）
1,534

環境局 中部環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成２６年９月分
1,237,248

環境局 中部環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成２６年９月分
1,011,936
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環境局 中部環境事業センター 平成26年11月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分（７月～９月分）
3,432

環境局 中部環境事業センター 平成26年11月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 会議・健康診断等用市内出張交通費の支出について(平成26年9月分)
15,790

環境局 中部環境事業センター 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分（７月～９月分）
31,318

環境局 中部環境事業センター 平成26年11月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成２６年９月分
185,294

環境局 中部環境事業センター 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道料（廃棄物収集運搬車用）の支出について平成２６年１１月分
4,907

環境局 中部環境事業センター 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用経費（庁舎管理用）の支出について（１０月分）
398,509

環境局 中部環境事業センター 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用経費（車両洗車用）の支出について（１１月分）
16,323

環境局 中部環境事業センター 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料(庁舎管理用)の支出について　平成26年10月分
233,415

環境局 中部環境事業センター 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１０月分）
885,168

環境局 中部環境事業センター 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１０月分）
46,354

環境局 中部環境事業センター 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１０月分）
732,384

環境局 中部環境事業センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１０月分）
3,250

環境局 西部環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
50,775

環境局 西部環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
1,517,904

環境局 西部環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 平成26年度 交通安全協会会費の支出について（事故防止対策用）
12,000

環境局 西部環境事業センター 平成26年11月06日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（港区再振込分）
213,313

環境局 西部環境事業センター 平成26年11月11日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について(西区再振込分）
85,194

環境局 西部環境事業センター 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成26年度 西部環境事業センター内警備業務委託料（庁舎管理用）の支出について（１０月分）
680,850

環境局 西部環境事業センター 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成26年度　工業用水道使用料金（施設及び清掃用）の支出について（１１月分）
25,093

環境局 西部環境事業センター 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成26年度 下水道使用料金（施設用）の支出について（１０月分）
436,822

環境局 西部環境事業センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
3,706

環境局 西部環境事業センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
760

環境局 西部環境事業センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
2,300

環境局 西部環境事業センター 平成26年11月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
12,618

環境局 西部環境事業センター 平成26年11月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
2,200

環境局 東部環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用複写機使用料の支出について　第２四半期分
38,254

環境局 東部環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第２四半期
3,470

環境局 東部環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 職員用防寒衣のｸﾘｰﾆﾝｸﾞ経費の支出について
8,640

環境局 東部環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（東成区再振込分）
13,760

環境局 東部環境事業センター 平成26年11月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張旅費の支出について（９月分）
12,880

環境局 東部環境事業センター 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料の支出について（庁舎管理用）１０月分
390,382

環境局 東部環境事業センター 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料の支出について（車両洗車用）１１月分
23,429

環境局 東部環境事業センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１０月分）
467,727

環境局 東部環境事業センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（廃棄物処理事業用）の買入経費の支出について（１０月分）
885,168

環境局 西南環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
52,142

環境局 西南環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について(住之江区再振込分)
17,635

環境局 西南環境事業センター 平成26年11月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 鉛筆ほか26点の購入について（一般事務用品）
100,774

環境局 西南環境事業センター 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成２６年度　１０月分下水道料金の支出について（庁舎管理用）
383,648

環境局 西南環境事業センター 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成２６年度　工業用水道料金の支出について（庁舎管理用　１１月分）
22,133

環境局 西南環境事業センター 平成26年11月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成26年10月分　圧縮天然ガス買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
561,942

環境局 西南環境事業センター 平成26年11月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成26年10月分　揮発油買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
885,168

環境局 西南環境事業センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成26年10月分　軽油買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
1,220,640

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｃ）購入経費の支出について（9月分）
1,018,488

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｄ）購入経費の支出について（9月分）
617,518

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｇ）購入経費の支出について（9月分）
244,598

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 マーキングフィルムほか１０点の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
129,006

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｉ）購入経費の支出について（9月分）
192,256

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｅ）購入経費の支出について（9月分）
733,856
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環境局 南部環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ｆ)購入経費の支出について(9月分)
416,214

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｈ）購入経費の支出について（9月分）
38,113

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 塵芥収集自動車用軽自動車継続検査手数料の支出について（車両継続検査申請用）（１１月分）
16,500

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｂ）購入経費の支出について（9月分）
698,042

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（Ｂ）（１４５Ｒ１２－８ＰＲ）の購入経費の支出について（塵芥収集自動車用）9月分
266,328

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用バッテリー（Ａ）購入経費の支出について（9月分）
38,880

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用バッテリー（Ｂ）購入経費の支出について（9月分）
154,008

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ａ)購入経費の支出について(9月分)
1,610,230

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（Ａ）（２０５/８５Ｒ１６）の購入経費の支出について（塵芥収集自動車用）9月分
2,195,424

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 塵芥収集自動車用自動車検査登録印紙購入経費の支出について（車両継続検査申請用）（１１月分）
45,100

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 塵芥収集自動車用重量税印紙購入経費の支出について（車両継続検査申請用）（１１月分）
1,193,000

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 酸素ガスほか３点（概算契約）の購入経費の支出について（自動車整備用）（１０月分）
9,288

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車工学（書籍）の買入経費の支出について(塵芥収集自動車整備用)
690

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用調色塗料（下半期）購入経費の支出について（自動車整備用）（１０月分）
185,760

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ゴムパッド（セパレートリフト用）の買入経費の支出について(塵芥収集自動車整備用)
5,313

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 調色塗料用シンナー（下半期）購入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）（１０月分）
34,938

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ディーゼルエンジンオイルの購入経費の支出について（自動車整備用）（１０月分）
94,176

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ロッキングプライヤ（ロングノーズ）ほか１３点の買入経費の支出について(塵芥収集自動車整備用)
90,309

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ガラスクリーナーほか１４点の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
264,762

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ガソリンエンジンオイルの購入経費の支出について（自動車整備用）（１０月分）
331,128

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 作動油の購入経費の支出について（自動車整備用）（１０月分）
36,720

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用ゼムクリップ小ほか３５点購入経費の支出について
63,396

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 車体洗浄剤の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
376,920

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｂ）購入経費の支出について（10月分）
215,045

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｄ）購入経費の支出について（10月分）
56,484

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 テールランプＡｓｓｙ（赤）ほか１０点の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
98,223

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用ガラスの概算買入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）【１０月分】
37,746

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道（庁舎管理用）の利用料金の支出について（１０月分）
63,094

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道（庁舎管理用）の利用料金の支出について（１１月分）
12,921

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯代の経費支出について（自動車整備用）（１０月分）
21,157

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｃ）購入経費の支出について（10月分）
104,976

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用トナーカートリッジほか1点の購入経費の支出について
14,148

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用バッテリー（Ｂ）購入経費の支出について（10月分）
254,448

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 タイヤ（Ａ）ほか１点の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
84,024

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ユニバーサルジョイントほか９点の買入経費の支出について(塵芥収集自動車整備用)
40,511

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（１０月分）
15,390

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（１０月分）
1,620

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（Ｂ）（１４５Ｒ１２－８ＰＲ）の購入経費の支出について（塵芥収集自動車用）10月分
59,184

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（Ａ）（２０５/８５Ｒ１６）の購入経費の支出について（塵芥収集自動車用）10月分
798,336

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用バッテリー（Ａ）購入経費の支出について（10月分）
12,960

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の経費支出について（１０月分）
2,050

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の経費支出について（１０月分）
3,350

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の経費支出について（１０月分）
1,000

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｂ）購入経費の支出について（10月分）
1,123,858

環境局 南部環境事業センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度（後期）使用済みタイヤの収集・運搬及び、処分業務委託経費の支出について（単価契約）：１０月分
68,061

環境局 東南環境事業センター 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
36,566

環境局 東南環境事業センター 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 電卓ほか２１点（一般事務用）購入経費の支出について
34,894

環境局 東南環境事業センター 平成26年11月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 窓ガラス清掃業務委託経費（庁舎管理用）の支出について
27,216
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環境局 東南環境事業センター 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用９月分）の支出について
22,580

環境局 東南環境事業センター 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　庁用器具費 冷暖房機（廃棄物処理事業用）購入経費の支出について
78,840

環境局 東南環境事業センター 平成26年11月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（平野区再振込分）
56,840

環境局 東南環境事業センター 平成26年11月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（平野区再振込分）
5,000

環境局 東南環境事業センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 天然ガス使用料金（車両輸送用１１月分）の支出について
1,248,861

環境局 東南環境事業センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１０月分）
732,384

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年11月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 事務連絡等用郵便切手の購入経費の支出について
5,000

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２６年度（第２～第４四半期）資源ごみ等処理業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（９月分）
1,972,966

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２６年度（第２～第４四半期）資源ごみ等処理業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（９月分）
21,600

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年11月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 賞状額（Ａ４）ほか５点の購入経費の支出について（減量指導事務用）
138,585

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年11月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 屋内用カッティングシート切り文字の購入経費の支出について（減量指導事務用）
432

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年11月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 市長表彰用感謝状ほか６点の印刷経費の支出について（減量指導事務用）
138,024

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年11月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 表彰楯の購入経費の支出について（減量指導事務用）
136,080

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年11月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 ごみ減量優良建築物市長表彰・局長表彰式にかかる阿倍野区民センター舞台設備運営業務委託経費の支出について（減量指導事務用）
69,120

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年11月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度ごみ減量優良建築物表彰式にかかる会場及び附属設備使用料の支出について（減量指導事務用）
38,650

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年11月19日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 排出事業者指導用市営交通回数カードの購入について
270,000

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 平成２６年度ごみ搬入票（3連A）ほか1点印刷業務契約の実施及び同経費の支出について（１０月分）
84,240

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成26年度　搬入票発行・作業対象名簿管理システム保守業務委託経費の支出について（許可業者管理用）（１０月分）
151,200

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度ごみ搬入票入力データ作成業務委託その４（概算契約）の実施及び同経費の支出について（１０月分）
10,769

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度ごみ搬入票入力データ作成業務委託その４（概算契約）の実施及び同経費の支出について（１０月分）
384,844

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　作業対象名簿管理用コンピュータ一式長期借入の実施及び同所要経費の支出について（平成２６年１０月分）
7,830

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 搬入票発行管理システム用機器一式長期借入経費の支出について（１０月分）
147,204

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 作業対象名簿管理システム用プリンタ一式借入の実施及び同所要経費の支出について（平成２６年度１０月分）
4,730

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年11月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 役務費　通信運搬費 許可業者禁止物搬入対策用市営交通回数カードの購入について
30,000

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年11月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 特定建築物管理システム保守業務委託料の支出について（維持管理用）【10月分】
36,180

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年11月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
16,200

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年11月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
400

環境局 一般廃棄物指導課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 マイクロソフトアクセス２０１０基礎スクール受講にかかる経費の支出について（搬入券発行事務用）
27,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（９月分）の支給について
13,140

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（９月分）の支給について
380

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（９月分）の支給について
13,290

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支給について(平成26年9月分）
38,510

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
69,893

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 使用済み乾電池・蛍光灯管の処理及び再資源化用業務委託料（９月分）の支出について
593,092

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 負担金、補助及交付金　会費 ごみ減量キャンペーン事業用区民まつり（都島区）設備費等の負担協力金の支出について
17,380

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（平成26年度第1回関西広域連合　広域環境保全局資源循環担当者会議用）
1,940

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 資源ごみ中継地及び容プラ中継施設運営用ショベルローダーエンジンオイルの購入経費の支出について
33,696

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 資源ごみ中継地及び容プラ中継施設運営用ショベルローダーエンジンオイルの購入経費の支出について
60,652

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月11日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 西成区ガレージセール実行委員会（平成26年10月23日西成区民センター）会場使用料の支出について
1,800

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 平野区廃棄物減量等推進員委嘱式での外部講師による「ごみ減量講演会」（平成26年10月10日クレオ大阪南）講師謝礼金の支出について
19,560

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用切手の購入経費の支出について
13,300

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容器包装リサイクル法に基づく再商品化業務委託経費（第２四半期分）の支出について（資源化事業用）
2,541,744

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容器包装リサイクル法に基づく再商品化業務委託経費（第２四半期分）の支出について（資源化事業用）
458,542

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 平野区ガレージセール（平成26年10月26日平野区民センター）会場使用料の支出について
68,880

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 負担金、補助及交付金　会費 市民啓発用区民まつり（中央区）負担協力金の支出について
20,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 負担金、補助及交付金　会費 市民啓発用区民まつり（平野区）負担協力金の支出について
5,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 負担金、補助及交付金　会費 ごみ減量キャンペーン事業用区民まつり（生野区）負担協力金の支出について
15,300

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（10月29日３Ｒ推進全国大会用）
28,900
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環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 廃棄物減量等推進事業用淀川区ガレージセール実行委員会会場使用料の支出について（平成２６年１０月７日開催分）
1,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 生野区リサイクル工作教室（平成26年10月28日生野子育てプラザ）講師謝礼金の支出について
5,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 下水道水道料（中継地運営管理用）の支出について（平成26年10月分）
15,059

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 工業用水道料（中継地運営管理用）の支出について（平成26年11月分）
11,398

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 廃棄物減量等推進事業用淀川区ガレージセール実行委員会会場使用料の支出について（平成２６年１１月６日開催分）
1,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 廃棄物減量等推進事業用淀川区推進員委嘱伝達式会場使用料の支出について（平成２６年１０月３０日開催分）
25,100

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 負担金、補助及交付金　会費 市民啓発用区民まつり（此花区）負担協力金の支出について
18,400

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 資源ごみ中継地運営用ショベルローダー（東南２号）の修理費用の支出について
399,600

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
1,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地運営用平成２６年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ年間契約（その１）費用の支出について（１０月分）
40,500

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地運営用平成２６年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ年間契約（その３）費用の支出について（１０月分）
8,640

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（東南方面中継地）にかかる１０月分費用の支出について（資源化事業用）
7,528,876

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容器包装プラスチック中継施設運営用平成２６年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ年間契約（その２）費用の支出について（１０月分）
23,760

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（東淀中継施設）にかかる１０月分費用の支出について（資源化事業用）
7,033,790

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（西淀中継施設）にかかる１０月分費用の支出について（資源化事業用）
7,480,156

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（鶴見中継施設）にかかる１０月分費用の支出について（資源化事業用）
8,362,140

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西北方面中継地）にかかる１０月分費用の支出について（資源化事業用）
5,552,188

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（平野中継施設）にかかる１０月分費用の支出について（資源化事業用）
11,343,744

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（舞洲中継施設）にかかる１０月分費用の支出について（資源化事業用）
1,006,773

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（鶴見中継地）にかかる１０月分費用の支出について（資源化事業用）
4,953,356

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西南方面中継地）にかかる１０月分費用の支出について（資源化事業用）
5,219,520

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（住之江中継施設）にかかる１０月分費用の支出について（資源化事業用）
7,702,913

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
4,653

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
250

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 特定家庭用機器廃棄物等の再商品化義務委託経費の支出について（１０月分）（廃家電再商品化事業用）
521,730

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 使用済み乾電池・蛍光灯管の処理及び再資源化用業務委託料（１０月分）の支出について（拠点回収事業用）
561,708

環境局 家庭ごみ減量課 平成26年11月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 地域住民との連携によるごみ減量事業用ごみ減量フェスティバル「ガレージセール・イン・ＯＳＡＫＡ　ＴＯＷＮ」会場設営等（物品借入を含む）業務委託経費の支出について
791,640

環境局 施設管理課 平成26年11月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 平成２６年度ポリ硫酸第２鉄（北港事務所）上半期概算買入経費の支出について（処分地管理用・９月分）
772,821

環境局 施設管理課 平成26年11月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
2,673

環境局 施設管理課 平成26年11月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 平成２６年度かせいソーダ（北港事務所）上半期概算買入経費の支出について（処分地管理用・９月分）
610,981

環境局 施設管理課 平成26年11月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 八尾工場　工業用水道使用料金にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用１０月分）
937,771

環境局 施設管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 西淀川屋内プール　屋内消火栓ホースの買入経費の支出について（施設維持管理用）
14,904

環境局 施設管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（処分地管理用）第２四半期分
997

環境局 施設管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 此花屋内プール　消火用補給水配管逆止弁ほか取替修繕経費の支出について（施設維持管理用）
142,560

環境局 施設管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 ガス溶接技能講習にかかる経費の支出について（施設維持管理用）
241,920

環境局 施設管理課 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 八尾工場　下水道使用料金の支出について（焼却工場維持管理用　１０月分）
1,632,409

環境局 施設管理課 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 八尾工場の水道料金にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用　９月分）
619,725

環境局 施設管理課 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 此花屋内プール　誘導灯設備ほか修繕経費の支出について（施設維持管理用）
130,680

環境局 施設管理課 平成26年11月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度　此花・西淀川・住之江屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第２四半期分・施設維持管理用）
36,134,000

環境局 施設管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 一般事務用　平成２６年度大都市清掃事業協議会施設担当課長会議の出席にかかる管外出張交通費の支出について
18,600

環境局 施設管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 アンモニア水（西淀工場ほか４か所）上半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　9月分）
3,123,668

環境局 施設管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塩化カルシウム（平野工場ほか２か所）上半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　9月分）
2,749,273

環境局 施設管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塩酸（西淀工場ほか６か所）上半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　9月分）
314,370

環境局 施設管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 硫酸ばんど（平野工場ほか６か所）上半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　9月分）
1,142,953

環境局 施設管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 尿素（西淀工場ほか２か所）上半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　9月分）
2,167,191

環境局 施設管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 硫酸（住之江工場ほか２か所）上半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　9月分）
484,331

環境局 施設管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塩化第二鉄液（西淀工場ほか７か所）上半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　9月分）
1,340,550

環境局 施設管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 住之江屋内プール　階段通路灯ほか取替修繕経費の支出について（施設維持管理用）
83,160
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環境局 施設管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 環境マネジメントシステムサーベイランス審査等業務委託経費の支出について（施設維持管理用）
1,134,000

環境局 施設管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送センター内警備業務委託経費の支出について（９月分）（施設維持管理用）
464,400

環境局 施設管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平野工場　工業用水道使用料金にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用　１０月分）
789,035

環境局 施設管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　負担金 汚染負荷量賦課金の支出について（公害健康被害補償用・第３四半期分）
25,335,800

環境局 施設管理課 平成26年11月18日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 南港管路輸送施設輸送管（南系統）緊急修繕経費の支出について（施設維持管理用）
1,213,272

環境局 施設管理課 平成26年11月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用　書籍買入経費の支出について（建設物価調査会）
30,780

環境局 施設管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ステープラー針ほか２点買入経費の支出について
12,555

環境局 施設管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 焼却残滓の大阪湾広域臨海環境整備センターへの搬入処分料金の支払いについて（平成２６年度１０月分・八尾工場）
6,078,240

環境局 施設管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 リフレうりわり　自動扉修繕経費の支出について（施設維持管理用）
226,800

環境局 施設管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 北港事務所　ホイルローダ（ＷＡ３８０－５）修繕経費の支出について（処分地管理用）
2,557,116

環境局 施設管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送センター内警備業務委託経費の支出について(１０月分）（施設維持管理用）
463,250

環境局 施設管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度　西淀川屋内プールエレベータ保守点検業務委託料の支出について（７月～９月分）施設維持管理用
184,680

環境局 施設管理課 平成26年11月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 環境局大正工場鋼板塀設置工事経費（工事前払金）の支出について（施設維持管理用）
5,200,000

環境局 施設管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 オイルの買入経費の支出について（施設維持管理用）
6,480

環境局 施設管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 処分地管理用　北港事務所プロパンガス使用料の支出について（平成２６年度１０月分）
48,600

環境局 施設管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 焼却工場　工業用水道使用料金の支出について（焼却工場維持管理用　１１月分）
3,454,732

環境局 施設管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 焼却工場　下水道使用料金の支出について（焼却工場維持管理用　１０月分）
16,137,283

環境局 施設管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成２６年度１０月分北港処分地北地区浸出水下水道放流分下水道使用料の支出について（処分地管理用）
597,272

環境局 施設管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 事務連絡用　郵便切手の購入経費の支出について
14,000

環境局 施設管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 事務連絡用　市営交通回数カード購入経費の支出について
90,000

環境局 施設管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度北港処分地廃棄物埋立処分業務委託経費の支出について（１０月分・処分地管理用）
13,274,816

環境局 施設管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送施設ローカルドラム及び輸送管内ごみ閉塞除去作業業務委託経費の支出について（１０月分）（概算契約）（施設維持管理用）
343,234

環境局 施設管理課 平成26年11月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 処分地管理用　平成２６年度北港処分地南地区電気使用料の支出について（１０月分）
1,666,805

環境局 施設管理課 平成26年11月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 環境局北港事務所機械警備業務委託　長期継続経費の支出について（処分地管理用・１０月分）
18,360

環境局 施設管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
432

環境局 施設管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
430

環境局 施設管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,240

環境局 施設管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（９月追加・１０月分）
34,080

環境局 施設管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 尿素（西淀工場ほか２か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　10月分）
2,646,668

環境局 施設管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塩化カルシウム（平野工場ほか２か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　10月分）
2,255,722

環境局 施設管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 硫酸ばんど（平野工場ほか４か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　10月分）
1,339,994

環境局 施設管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 硫酸（住之江工場ほか２か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　10月分）
387,752

環境局 施設管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塩酸（西淀工場ほか６か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　10月分）
294,831

環境局 施設管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 アンモニア水（西淀工場ほか４か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　10月分）
4,949,326

環境局 施設管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 大型ダンプトラック用強化再生タイヤの買入経費の支出について（処分地管理用）
222,210

環境局 施設管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塩化第二鉄液（西淀工場ほか６か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　10月分）
988,061

環境局 施設管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 平成２６年度ポリ硫酸第二鉄（北港事務所）下半期　概算買入経費の支出について（処分地管理用・１０月分）
380,287

環境局 施設管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 北港事務所　揮発油第３四半期分　買入経費の支出について（処分地管理用・１０月分）
59,011

環境局 施設管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 北港事務所　第３四半期分　軽油買入経費の支出について（処分地管理用・平成２６年度１０月分）
732,384

環境局 施設管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度北港処分地南地区第１区巡回警備業務委託経費の支出について（10月分・処分地管理用）
158,440

環境局 施設管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度北港処分地衛生動物採集業務委託経費の支出について（処分地管理用）
207,287

環境局 施設管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 クレーン運転士学科試験準備講習の受講にかかる経費の支出について（施設維持管理用）
42,900

環境局 施設管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 原材料費　工事材料費 平成２６年度　道路用材（再生砕石）買入経費の支出について（処分地造成用）
185,760

環境局 建設企画課 平成26年11月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 委託料　委託料 もと港工場敷地地歴調査等業務委託経費の支出について（土壌調査用）
540,000

環境局 建設企画課 平成26年11月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 委託料　委託料 もと南港工場敷地地歴調査等業務委託経費の支出について（土壌調査用）
540,000

環境局 建設企画課 平成26年11月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 工事請負費　新規工事費 森之宮2丁目地内一般廃棄物保管施設設置工事の中間前払金の支出について(管路輸送施設の代替設備設置用)
9,100,000

環境局 建設企画課 平成26年11月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 役務費　手数料 森之宮第2団地一般廃棄物保管施設の設置に伴う建築物工事完了検査手数料の支出について（管路輸送施設の代替設備設置用）
26,000

環境局 建設企画課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１０月分）
2,062
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環境局 建設企画課 平成26年11月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 旅費　普通旅費 事務連絡用　市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
20,560

環境局 西淀工場 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（西淀工場）概算買入経費の支出について（施設維持管理用・９月分）
1,156,303

環境局 西淀工場 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
26,682

環境局 西淀工場 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 消石灰（西淀工場）概算買入経費の支出について（施設維持管理用・９月分）
1,327,983

環境局 西淀工場 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（西淀工場）概算買入経費の支出について（施設維持管理用・９月分）
366,298

環境局 西淀工場 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 特殊反応助剤（西淀工場）概算買入経費の支出について（施設維持管理用・９月分）
759,024

環境局 西淀工場 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油購入経費（炉内昇降温用）の支出について（９月分）
1,119,744

環境局 西淀工場 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（9月分）の支出について（事務連絡用）
15,280

環境局 西淀工場 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 清缶剤（西淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用・第４回分）
281,880

環境局 西淀工場 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 フィルターの購入経費の支出について（施設維持管理用）
82,296

環境局 西淀工場 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習受講料の支出について（安全衛生用）
36,720

環境局 西淀工場 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習受講料の支出について（安全衛生用）
25,488

環境局 西淀工場 平成26年11月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 西淀工場２号炉ボイラ設備緊急補修工事経費の支出について（設備維持管理用）
18,241,200

環境局 西淀工場 平成26年11月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 西淀工場クレーン設備整備工事経費の支出について（施設維持管理用）
5,724,000

環境局 西淀工場 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油スタンド給油代（9月分）の支出について（公用車維持管理用）
6,145

環境局 西淀工場 平成26年11月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 環境局西淀工場　作業服洗濯代の支払いについて（廃棄物処理事業用　１０月分）
14,758

環境局 西淀工場 平成26年11月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度　西淀工場窓ガラス清掃業務委託経費の支出について（施設維持管理用）
99,360

環境局 西淀工場 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 書籍（＃１）ほか１点買入経費の支出について（施設維持管理用）
7,829

環境局 西淀工場 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（西淀工場）下半期　概算買入の購入経費の支出について（施設維持管理用・１０月分）
635,288

環境局 西淀工場 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（西淀工場）下半期　概算買入の購入経費の支出について（施設維持管理用・１０月分）
1,801,893

環境局 西淀工場 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 特殊反応助剤（西淀工場）下半期　概算買入の購入経費の支出について（施設維持管理用・１０月分）
1,561,204

環境局 西淀工場 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 消石灰（西淀工場）下半期　概算買入の購入経費の支出について（施設維持管理用・１０月分）
1,780,531

環境局 西淀工場 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 清缶剤下半期（西淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用・第１回分）
375,840

環境局 西淀工場 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油購入経費（炉内昇降温用）の支出について（１０月分）
550,800

環境局 平野工場 平成26年11月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 次亜塩素酸ソーダ（平野工場）上半期概算買入購入経費の支出について（排水処理用・９月分）
93,669

環境局 平野工場 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 分析計部品購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
368,971

環境局 平野工場 平成26年11月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 インバータ（平野工場）購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
5,022,000

環境局 平野工場 平成26年11月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習受講に係る経費の支出について（安全衛生用）
12,744

環境局 平野工場 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（平野工場）上半期概算買入購入経費の支出について（飛灰処理用・９月分）
874,466

環境局 平野工場 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 スラリーポンプ部品ほか１点（平野工場）購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
1,507,680

環境局 平野工場 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（平野工場）上半期概算買入購入経費の支出について（排ガス処理用・９月分）
5,631,564

環境局 平野工場 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油分買入経費の支出について（事務連絡用　１０月請求分）
3,420

環境局 平野工場 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 活性炭（平野工場）上半期概算買入購入経費の支出について（排ガス処理用・９月分）
258,067

環境局 平野工場 平成26年11月19日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 平野工場計量器点検業務委託経費の支出について（焼却工場維持管理用）
394,200

環境局 平野工場 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
25,890

環境局 平野工場 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 平野工場排水処理電気室用空調設備修繕（その２）経費の支出について（焼却設備維持管理用）
46,440

環境局 平野工場 平成26年11月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 平野工場捕集灰用液体キレート貯槽緊急修繕経費の支出について（焼却設備整備用）
1,998,000

環境局 平野工場 平成26年11月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 平野工場１号炉投入ホッパー水冷ジャケット緊急修繕経費の支出について（焼却設備整備用）
1,836,000

環境局 平野工場 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 竹ほうき購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
95,040

環境局 平野工場 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 平成２６年度　作業用洗濯業務委託経費の支出について（廃棄物処理事業用・１０月分）
34,133

環境局 平野工場 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 酸素欠乏・硫化水素危険物作業主任者技能講習受講料の支出について（安全衛生用）
36,720

環境局 平野工場 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
4,111

環境局 平野工場 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
140

環境局 平野工場 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 平成２６年度　近畿ＢＴ主任技術者会研修会の参加に係る出張旅費の支出について（工場職員研修用）
1,300

環境局 平野工場 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（平野工場）下半期概算買入購入経費の支出について（排ガス処理用・１０月分）
3,572,297

環境局 平野工場 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（平野工場）下半期概算買入購入経費の支出について（飛灰処理用・１０月分）
1,601,208

環境局 平野工場 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 活性炭（平野工場）下半期概算買入購入経費の支出について（排ガス処理用・１０月分）
256,791

環境局 住之江工場 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用・９月分）
25,298
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環境局 住之江工場 平成26年11月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 コンテナ運搬車（車番2314）修繕にかかる経費の支出について（コンテナ輸送事業）
34,452

環境局 住之江工場 平成26年11月18日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 住之江工場搬入路舗装補修その他工事経費の支出について（施設維持管理用）
1,493,640

環境局 住之江工場 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 住之江工場作業服洗濯業務委託の支出について（廃棄物処理事業）(26年10月分)
8,208

環境局 住之江工場 平成26年11月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（平成26年9月追加分・10月分）
20,150

環境局 住之江工場 平成26年11月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習受講料の支出について（安全衛生用）
25,488

環境局 住之江工場 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 防食剤の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
157,140

環境局 鶴見工場 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習受講料の支出について(安全衛生用）
12,744

環境局 鶴見工場 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 酸素欠乏・硫化水素危険物作業主任者技能講習受講料の支出について(安全衛生用）
18,360

環境局 鶴見工場 平成26年11月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（一般事務用　９月分）
9,990

環境局 鶴見工場 平成26年11月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 フライトコンベア主務チェーンほか１点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
2,001,240

環境局 鶴見工場 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（カード）の買入経費の支出について（10月　事務用車用）
6,707

環境局 鶴見工場 平成26年11月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯業務委託経費の支出について（職員安全衛生用・９月分）
26,206

環境局 鶴見工場 平成26年11月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（一般事務用　８月追加分）
900

環境局 鶴見工場 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ウエス買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
127,980

環境局 鶴見工場 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 吸収缶ほか１点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
143,640

環境局 鶴見工場 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
937

環境局 鶴見工場 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯業務委託経費の支出について（平成26年10月分職員安全衛生用）
19,197

環境局 鶴見工場 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 鶴見工場消防用設備等点検業務委託経費の支出について（焼却工場維持管理用・第１回中間払い）
1,094,000

環境局 鶴見工場 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
250

環境局 八尾工場 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 原材料費　工事材料費 足場パイプ＃１ほか18点購入費の支出について(施設維持管理用)
3,623,400

環境局 八尾工場 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 特殊反応助剤（八尾工場）概算買入経費の支出について（施設維持管理用：９月分）
799,697

環境局 八尾工場 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 高反応消石灰（八尾工場）概算買入経費の支出について（施設維持管理用：９月分）
789,072

環境局 八尾工場 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（八尾工場）概算買入経費の支出について（施設維持管理用：９月分）
360,901

環境局 八尾工場 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（八尾工場）概算買入経費の支出について（施設維持管理用：９月分）
1,160,655

環境局 八尾工場 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
29,234

環境局 八尾工場 平成26年11月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡等用市内出張交通費の支出について（8月追加分）
780

環境局 八尾工場 平成26年11月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡等用市内出張交通費の支出について（9月分）
20,270

環境局 八尾工場 平成26年11月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 八尾工場トラック計重設備点検業務委託経費の支出について（施設維持管理用）
64,800

環境局 八尾工場 平成26年11月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 平成26年度　八尾工場における作業服洗濯業務委託の実施経費の支出について（廃棄物処理事業用）
32,038

環境局 八尾工場 平成26年11月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 八尾工場トラック計重設備点検業務委託経費の支出について（施設維持管理用）
345,600

環境局 八尾工場 平成26年11月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 八尾工場天井クレーン年次点検業務委託経費の支出について（施設維持管理用）
1,080,000

環境局 八尾工場 平成26年11月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ポンプ部品の買入経費の支出について（施設維持管理用）
1,598,400

環境局 八尾工場 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
8,525

環境局 八尾工場 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
1,640

環境局 八尾工場 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習受講料の支出について（安全衛生用）
36,720

環境局 舞洲工場 平成26年11月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯業務委託（９月分）の経費の支出について（職員衛生用）
14,754

環境局 舞洲工場 平成26年11月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 酸素欠乏・硫化水素危険物作業主任者技能講習受講料の支出について（安全衛生用）
18,360

環境局 舞洲工場 平成26年11月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習受講料の支出について（安全衛生用）
25,488

環境局 舞洲工場 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 添加タービン油ほか２点　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
324,432

環境局 舞洲工場 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油分　買入（公用車用）の支出について（平成２６年９月分）
12,283

環境局 舞洲工場 平成26年11月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 舞洲工場１号ごみクレーンインバータ緊急修繕経費の支出について（焼却設備維持管理用）
103,194

環境局 舞洲工場 平成26年11月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤　購入経費の支出について（施設維持管理用・９月分）
710,046

環境局 舞洲工場 平成26年11月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ購入経費の支出について（施設維持管理用・９月分）
4,542,383

環境局 舞洲工場 平成26年11月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 特殊反応助剤　購入経費の支出について（施設維持管理用・９月分）
2,651,672

環境局 舞洲工場 平成26年11月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ウエスの購入経費の支出について（焼却施設維持管理用）
118,260

環境局 舞洲工場 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 会議用ほか市内出張交通費の支給について（平成２６年１０月分）
10,030

環境局 舞洲工場 平成26年11月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ダイヤフラムバルブ用弁ほか６点　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
306,936

環境局 舞洲工場 平成26年11月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１０月分）
750
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環境局 舞洲工場 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（２６年１０月分）
5,520

環境局 舞洲工場 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 講習用近接地出張交通費の支出について（26年10月分）
5,920

環境局 舞洲工場 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 衣類乾燥機の購入にかかる経費の支出について（職員衛生用）
75,168

環境局 舞洲工場 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 特殊反応助剤の購入経費の支出について（施設維持管理用・１０月分）
2,651,670

環境局 舞洲工場 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 排水用重金属処理剤の購入経費の支出について（施設維持管理用）
123,379

環境局 舞洲工場 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダの購入経費の支出について（施設維持管理用・10月分）
4,097,391

環境局 東淀工場 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（９月分）
14,100

環境局 東淀工場 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,640

環境局 東淀工場 平成26年11月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 コンベアチェーンＡほか６点（東淀工場）購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
7,883,676

環境局 東淀工場 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ラミネートフィルムほか２点の購入経費の支出について
13,176

環境局 東淀工場 平成26年11月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 東淀工場排水貯槽等清掃業務委託経費の支出について（焼却工場維持管理用）
756,000

環境局 東淀工場 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 東淀工場　エレベータ（１号機）修繕代金の支出について（施設維持管理用）
4,860

環境局 東淀工場 平成26年11月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習受講料の支払いについて（安全衛生用）
25,488

環境局 東淀工場 平成26年11月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（東淀工場）上半期　概算買入経費の支出について（施設維持管理用・9月分）
1,754,406

環境局 東淀工場 平成26年11月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 特殊反応助剤（東淀工場）上半期　概算買入経費の支出について（施設維持管理用・9月分）
590,179

環境局 東淀工場 平成26年11月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（東淀工場）上半期　概算買入経費の支出について（施設維持管理用・9月分）
580,328

環境局 東淀工場 平成26年11月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 排水用重金属処理剤（東淀工場）上半期　概算買入経費の支出について（施設維持管理用・9月分）
163,383

環境局 東淀工場 平成26年11月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 東淀工場電子計算機保守業務委託経費の支出について（施設維持管理用・第２回分）
1,803,600

環境局 東淀工場 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 路面洗浄剤（東淀工場）の買入経費の支出について（施設維持管理用）
127,440

環境局 東淀工場 平成26年11月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 工場公用車用　給油専用カード利用分の支出について（１０月請求分）
7,308

環境局 東淀工場 平成26年11月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（東淀工場）下半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・10月分）
608,909

環境局 東淀工場 平成26年11月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（東淀工場）下半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・10月分）
600,480

環境局 東淀工場 平成26年11月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 清缶剤（東淀工場）買入経費の支出について（施設維持管理用・2回目/全2回）
456,840

環境局 東淀工場 平成26年11月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 特殊反応助剤（東淀工場）下半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・10月分）
294,127

環境局 東淀工場 平成26年11月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯業務委託にかかる代金の支出について（１０月分）　職員衛生用
26,287

環境局 総務課 平成26年11月05日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機（総務課設置分）使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
197,935

環境局 総務課 平成26年11月05日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機（市役所設置分）使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
288

環境局 総務課 平成26年11月05日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（総務課設置分一般事務用）第２四半期分
6,161

環境局 総務課 平成26年11月05日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機（12F設置分）使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
54,388

環境局 総務課 平成26年11月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 補償、補填及賠償金　賠償金 作業事故（２６－作５・平成２６年１０月７日発生）の損害賠償額の決定及び同経費の支出について（渉外事故関係業務用）
313,740

環境局 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 事務連絡用及び普及啓発用市内出張交通費（９月分）の支出について
6,170

環境局 総務課 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 事務連絡用及び普及啓発用市内出張交通費（９月分）の支出について
3,200

環境局 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 あべのルシアス地下駐車場定期券の購入について（文書逓送用後期分）
77,760

環境局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 阿倍野合同庁舎水道料金（平成２６年１０月分庁舎管理用）の支出について
1,620

環境局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 委託料　委託料 平成26年度　環境局産業廃棄物搬出処理業務委託（概算契約）（庁舎管理用）の支出について
207,028

環境局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　損害保険料 自賠責保険料（２６－１７）の支出について（渉外事故関係業務用）
17,270

環境局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　損害保険料 自賠責保険料（２６－１６）の支出について（渉外事故関係業務用）
34,540

環境局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度契約分　庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用１０月分）
7,350

環境局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 庁内パソコンに係るインターネット回線使用料の支出について（一般事務用　１０月分）
134,802

環境局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度契約分　庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用１０月分）
437,529

環境局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度契約分　庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用１０月分）
224,828

環境局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度契約分　庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用１０月分）
1,525,734

環境局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用プリンタ等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用１０月分）
124,200

環境局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　損害保険料 自賠責保険料（２６－１８）の支出について（渉外事故関係業務用）
852,050

環境局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
6,264

環境局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
12,200

環境局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
6,880

環境局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,000
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環境局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 委託料　委託料 環境局文書逓送業務委託経費の支出について（文書逓送用１０月分）
479,095

環境局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 委託料　委託料 今里詰所に関する石綿含有建材使用状況調査業務委託にかかる支出について
201,960

環境局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 事務連絡用、普及啓発用及び計理関係事務用市内出張交通費（１０月分）の支出について
8,070

環境局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 事務連絡用、普及啓発用及び計理関係事務用市内出張交通費（１０月分）の支出について
2,170

環境局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 事務連絡用、普及啓発用及び計理関係事務用市内出張交通費（１０月分）の支出について
360

環境局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 平成２６年度環境局阿倍野庁舎電気・水道料金（庁舎管理用）の支出について（平成26年10月分）
694,950

環境局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 委託料　委託料 環境局あべのルシアス庁舎事務室等清掃業務委託の実施及び同経費の支出について（平成２６年１０月分）
64,908

環境局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度ＮＨＫ放送受信料（災害対策用）の支出について（下半期分）
59,800

環境局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局阿倍野庁舎事務室等賃借料（庁舎管理用）の支出について（平成26年12月分）
20,642,148

環境局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス地下駐車場の賃貸料（庁舎管理用）の支出について（平成26年12月分）
54,000

環境局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局防災行政無線設置場所の賃借料（庁舎管理用）の支出について（平成26年12月分）
97,100

環境局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス地下駐車場の賃貸料（庁舎管理用）の支出について（平成26年12月分）
178,200

環境局 企画課 平成26年11月20日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 一般事務用市内等出張交通費の支出について（平成26年10月分）
16,820

環境局 企画課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年10月分）
360

環境局 職員課 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 安全短靴（車両整備用）の買入及び所要経費の支出について（廃棄物処理事業用）
407,592

環境局 職員課 平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 安全半長編上靴（女子用）の買入及び所要経費の支出について（廃棄物処理事業用）
466,074

環境局 職員課 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 額縁ほか５点購入経費の支出について（研修用）
30,564

環境局 職員課 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　被服費 作業服１類合冬用上衣（ブルゾン型）の買入及び同経費の支出について（廃棄物処理事業用）
186,624

環境局 職員課 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 公益社団法人全国都市清掃会議「第９４回表彰審査委員会」にかかる管外出張旅費の支出について（一般事務用）
28,500

環境局 職員課 平成26年11月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　被服費 作業服５類合冬用円管服（その２）の買入及び所要経費の支出について（廃棄物処理事業用）
411,264

環境局 職員課 平成26年11月27日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(平成26年10月分・一般事務用)
360

環境局 環境施策課 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用　平成26年度第２回関西広域環境保全計画担当者会議への出席経費の支出について
1,940

環境局 環境施策課 平成26年11月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
720

環境局 環境施策課 平成26年11月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
82

環境局 環境施策課 平成26年11月10日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用管外出張旅費の支出について
3,880

環境局 環境施策課 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用　EV・PHV普及に向けた検討会議への出席にかかる管外出張旅費の支出について
7,900

環境局 環境施策課 平成26年11月14日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　印刷製本費 平成２６（２０１４）年度版大阪市環境白書作成経費の支出について（普及啓発用）
341,280

環境局 環境施策課 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（９月分）
22,720

環境局 環境施策課 平成26年11月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 地球環境保全推進用　「気候変動と廃棄物に関する国際シンポジウム」等における通訳及び講演原稿の翻訳業務委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について
288,549

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月07日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅管理用　住まい情報センタ―等建物に係る建物管理費（分担金）の支出について（平成26年11月分）
6,377,259

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　食糧費 大阪市ハウジングデザイン賞第２回選考有識者会議に係る必要経費の支出について（平成26年11月９日実施分）
14,964

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 大阪市ハウジングデザイン賞第２回選考有識者会議に係る必要経費の支出について（平成26年11月９日実施分）
4,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-90）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-85）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-48）
360,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-109）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-57）
1,104,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-96）
92,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 住宅管理用　住宅情報提供システム用情報処理機器（その2）長期借上に係る使用料の支出について（平成26年10月分）
269,179

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-67）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-118）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-66）
3,427,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（１０月分）
440

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（１０月分）
1,008

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（１０月分）
27,450

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成用　平成26年度居住支援連絡会議への出席並びに管外出張旅費の支出について（平成26年11月20日分）
28,760

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住宅管理用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（平成26年10月分住宅政策グループ）
1,532

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅管理用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（平成26年10月分住宅政策グループ）
14,273
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都市整備局 住宅政策課 平成26年11月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 旅費　普通旅費 住宅管理用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（平成26年10月分住宅政策グループ）
3,080

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 住宅管理用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（平成26年10月分住宅政策グループ）
2,084

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 民間住宅助成用コピー代金（１０月分）の支出について
63,929

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　利子補給金 平成２６年度特定賃貸住宅建設融資利子補給金の支出について（上半期分）
274,684

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月21日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅管理用大阪市インターネット基盤における公開系システム向け通信サービス提供に係る通信運搬費の支出について（平成26年10月分）
25,056

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-100）
1,820,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-56）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-63）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 住宅管理用　平成26年度大阪市立住まい情報センター管理運営業務年度協定に基づく業務代行料の支出について（第3四半期分）
74,418,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用　市内出張旅費（10月分）の支出について
14,586

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用　平成26年度　マンション建替法の改正に関する説明会への出席にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年11月26日分）
28,860

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 平成26年度　大阪市耐震補助利用者に対するアンケートの返送に係る後納料金の支出について（10月分)
1,164

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　広告料 大阪市子育て安心マンション認定制度地下鉄駅構内ポスター掲出広告料の支出について
47,520

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費及び近距離管外出張旅費の支出について（１０月分）
324

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費及び近距離管外出張旅費の支出について（１０月分）
324

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費及び近距離管外出張旅費の支出について（１０月分）
1,320

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費及び近距離管外出張旅費の支出について（１０月分）
324

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 報償費　報償金 第９回大阪市あんしんマンション有識者会議にかかる報償金の支出について
25,347

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 報償費　報償金 第９回大阪市あんしんマンション有識者会議にかかる報償金の支出について
25,348

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費及び近距離管外出張旅費の支出について（１０月分）
11,281

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 報償費　報償金 大阪市ハウジングデザイン賞第２回選考有識者会議に係る報償金支出について
102,180

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 マンション購入資金融資制度等にかかる電算処理業務委託の支出について（１０月分）
18,595

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 委託料　委託料 民間すまいりんぐ供給事業等にかかる補助申請確認等業務委託料（6月～10月分）の支出について
10,152,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間すまいりんぐ家賃対策補助金の支出について（第３四半期）
185,108,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間すまいりんぐ家賃対策補金（第３四半期）の支出について（子育て支援等補助金）
129,569,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間すまいりんぐ家賃減額補助金（第３四半期）の支出について（追加指定法人分）
27,598,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度事務用封筒「送付用封筒（大）（更新・請求用）」ほか３点買入の支出について（第２回納品分）
202,037

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　印刷製本費 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度事務用帳票「［Ａ］新婚世帯家賃補助金請求書」ほか６点印刷の支出について（第２回納品分）
143,154

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等にかかる補助申請確認等業務委託（長期継続）に係る郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
28,919

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 新婚世帯向け家賃補助制度にかかる電算処理業務委託料の支出について（１０月分）
4,872,484

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度等にかかる電算処理業務委託料の支出について（１０月分）
601,254

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 マンション購入資金融資制度等にかかる電算処理業務委託の支出について（１０月分）
124,461

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等にかかる補助申請確認等業務委託（長期継続）の支出について（１０月分）
6,480,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-43）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度大阪市新婚世帯向け家賃補助金（第１回目）の再支出について（その２）
60,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-122）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-140）
142,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-82）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-47）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-129）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-76）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-59）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-75）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-104）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-132）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-19）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-151）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-119）
432,000
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都市整備局 住宅政策課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　分担金 民間住宅助成事業用　住まい情報センター等建物の共用部分に係る長期修繕積立金（分担金）の支出について（平成26年度分）
12,157,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年11月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度補助金の支出について（変２４－１１）
12,630,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年11月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 狭あい道路拡幅促進整備補助金（H26005）の支出について
980,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年11月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（２６－１６）
767,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年11月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 ＨＯＰＥゾーン事業用　平成26年度天満地区ＨＯＰＥゾーン協議会補助金の支出について（第2回目）
44,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年11月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 報償費　報償金 民間老朽住宅建替支援事業専門家相談費の支出について（１０月２３日実施分）
21,620

都市整備局 住環境整備課 平成26年11月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 狭あい道路拡幅促進整備補助金（H26010）の支出について
378,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年11月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（２６－１５）
117,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年11月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度補助金の支出について（除却・実施設計）（２６－１）
5,778,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年11月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅４号館共益電気料金の支出について（１０月分）
14,066

都市整備局 住環境整備課 平成26年11月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅３号館共益電気料金の支出について（１０月分）
17,274

都市整備局 住環境整備課 平成26年11月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（重２６－１３）
454,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年11月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る長橋第６住宅共益電気料金の支出について（１０月分）
25,334

都市整備局 住環境整備課 平成26年11月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る長橋通住宅共益電気料金の支出について（１０月分）
14,083

都市整備局 住環境整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託（その３）経費の支出について（９月分）
2,249,622

都市整備局 住環境整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（重２６－５）
455,000

都市整備局 住環境整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託（その３）経費の支出について（９月分）
3,355,578

都市整備局 住環境整備課 平成26年11月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（10月分）
2,866

都市整備局 住環境整備課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（10月分）
29,261

都市整備局 住環境整備課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（10月分）
22,851

都市整備局 住環境整備課 平成26年11月28日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（10月分）
480

都市整備局 区画整理課 平成26年11月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成２６年度放出駅前自由通路エレベーター等保全業務委託料の支出について（７～９月分）
1,049,760

都市整備局 区画整理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　特別旅費 平成26年度国土交通大学校派遣研修に伴う管外出張旅費の支出について
44,530

都市整備局 区画整理課 平成26年11月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 平成26年度大都市市街地整備主管局長会議への参加にかかる出張旅費の支出について
60,320

都市整備局 区画整理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（１０月分）
10,744

都市整備局 区画整理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 長吉東部地区街灯電気料金の支出について（１０月分）
73,825

都市整備局 区画整理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（１０月分）
3,632

都市整備局 区画整理課 平成26年11月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　燃料費 区画整理事業用ガソリンカード使用料の支出について（９月分）
97,274

都市整備局 区画整理課 平成26年11月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 不動産鑑定料の支出について（此花区春日出南３丁目103・104番）
1,280,880

都市整備局 区画整理課 平成26年11月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 負担金、補助及交付金　会費 第119回大都市土地区画整理主務者会議にかかる参加費の支出について
10,000

都市整備局 区画整理課 平成26年11月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車ETC利用高速道路通行料にかかる使用料の支出について（9月分）
11,800

都市整備局 区画整理課 平成26年11月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用軽自動車（トラック）の借入代金の支出について（１０月分）
22,680

都市整備局 区画整理課 平成26年11月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用軽自動車（トラック）外２件の長期借入代金の支出について（１０月分）
83,700

都市整備局 区画整理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（１０月分）
430

都市整備局 区画整理課 平成26年11月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（１０月分）
6,110

都市整備局 区画整理課 平成26年11月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用「公共用地の取得に伴う用対連基準の解説」追録第６３号外２点の買入代金の支出について
5,274

都市整備局 区画整理課 平成26年11月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 測量計算CADシステムインクジェットプリンタ用ロール紙の買入にかかる経費の支出について
15,336

都市整備局 区画整理課 平成26年11月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 区画整理事業用物件調査等業務委託その１（単価契約）の支出について（１０月分）
1,826,074

都市整備局 区画整理課 平成26年11月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 三国東地区建築物等解体撤去工事設計業務委託費の支出について（前払金）
440,000

都市整備局 区画整理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内及び近距離管外出張交通費の支出について（１０月分）
6,820

都市整備局 区画整理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（１０月分）
2,554

都市整備局 区画整理課 平成26年11月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内及び近距離管外出張交通費の支出について（１０月分）
47,522

都市整備局 区画整理課 平成26年11月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（１０月分）
17,352

都市整備局 区画整理課 平成26年11月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用平成22年度普通自動車(バン)借入に係る船車賃借料の支出について(長期契約 平成26年度10月分)
86,940

都市整備局 区画整理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用コピー代の支出について（本庁１０月分）
53,503

都市整備局 区画整理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用補償金算定システム用パソコン借入　長期継続に伴う経費の支出について（10月分）
50,641

都市整備局 生野南部事務所 平成26年11月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 生野区南部地区整備事業用市営勝山南住宅共用電気料金の大阪市負担分の支出について（１０月分）
25,192

都市整備局 生野南部事務所 平成26年11月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 生野区南部地区整備事業用市営生野東住宅２・９･11･12号館共用電気料金の大阪市負担分の支出について（１０月分）
94,666
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都市整備局 生野南部事務所 平成26年11月07日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 生野区南部地区整備事業用市内出張交通費の支出について(９月分)
240

都市整備局 生野南部事務所 平成26年11月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 生野区南部地区整備事業用市内出張交通費の支出について(９月分)
13,772

都市整備局 生野南部事務所 平成26年11月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 生野区南部地区整備事業用小口支払基金資金繰入金の支出について（１０月分）
11,701

都市整備局 生野南部事務所 平成26年11月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 生野区南部地区整備事業用小口支払基金資金繰入金の支出について（１０月分）
410

都市整備局 生野南部事務所 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 生野区南部地区整備事業用市内出張等交通費の支出について（10月分）
10,686

都市整備局 生野南部事務所 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 生野区南部地区整備事業用市営勝山南住宅共用電気料金の大阪市負担分の支出について（１１月分）
28,912

都市整備局 生野南部事務所 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 工事請負費　新規工事費 生野区南部地区整備事業(Ｃ－２地区)生野東住宅第2期建設工事（第1回中間金）の支出について
58,380,000

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年11月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 淡路駅周辺地区土地区画整理事業用実務問答土地区画整理追録71～73号の買入にかかる経費の支出について
6,600

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年11月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 平成26年度淡路土地区画整理事務所にかかる水道代の支出について（10月分）
35,549

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（１０月分））
574

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年11月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区従前居住者用住宅における電気使用料の支出について（１０月分）
41,974

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年11月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区管理地の防犯灯における電気使用料の支出について（１０月分）
25,936

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年11月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（１０月分）
4,882

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成26年11月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（１０月分）
14,480

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年11月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
8,476,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年11月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
5,419,300

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年11月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
20,552,200

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年11月07日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び宿泊を伴わない近接地にかかる旅費の支出について（９月分）
2,142

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年11月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び宿泊を伴わない近接地にかかる旅費の支出について（９月分）
17,496

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年11月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 新三国住宅２号館共用部分の電気料金の支出について（１０月分）（納付書１通添付）
23,528

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年11月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 区画整理事業に伴う街灯等電気料金の支出について（１０月分）（納付書１通添付）
4,068

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年11月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
4,284,300

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年11月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
6,569,600

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年11月12日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
726,300

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年11月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　清算交付金 三国東地区土地区画整理事業における換地不交付地となる土地の仮清算金の交付について
2,317,500

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
5,846,800

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年11月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
3,596

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年11月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
35,239

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年11月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
120

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年11月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
4,719,500

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年11月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
10,075,200

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年11月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成２６年度三国東土地区画整理事務所庁舎清掃業務委託長期継続の委託経費の支出について(１０月分）
78,278

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年11月21日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（10月分）
3,245

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年11月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（10月分）
14,942

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年11月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 三国東地区区画整理事業用丸木杭外１点の買入代金の支出について
74,358

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年11月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
16,749,800

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年11月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償の支出について（後金払）
6,223,800

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年11月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
11,005,400

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成26年11月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
9,779,900

都市整備局 阿倍野再開発課 平成26年11月14日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 工事費 原材料費　工事材料費 阿倍野再開発事業用コンクリート平板等購入経費の支出について
66,528

都市整備局 阿倍野再開発課 平成26年11月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 旅費　普通旅費 再開発事務用市内出張旅費の支出について（平成２６年１０月分）
21,769

都市整備局 阿倍野再開発課 平成26年11月28日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 委託料　委託料 平成２６年度あべのベルタ保留床管理費等の支出について（１２月分）
454,642

都市整備局 阿倍野再開発課 平成26年11月28日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 委託料　委託料 平成２６年度あべのメディックス保留床管理費等の支出について（１２月分）
1,099,314

都市整備局 阿倍野再開発課 平成26年11月28日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度あべのベルタ保留床管理費等の支出について（１２月分）
142,564

都市整備局 阿倍野再開発課 平成26年11月28日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度あべのメディックス保留床管理費等の支出について（１２月分）
293,153

都市整備局 建設課 平成26年11月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 茨田大宮第2住宅9号館解体撤去工事監理業務委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,360,880

都市整備局 建設課 平成26年11月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 池島住宅1号館（1区）建設工事他1件監理業務委託費（弟１回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
5,051,000

都市整備局 建設課 平成26年11月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 池島住宅１号館（１区）建設工事　積算設計業務委託－２にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
168,480
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都市整備局 建設課 平成26年11月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 池島住宅１号館（２区）建設工事　積算設計業務委託－２にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
518,400

都市整備局 建設課 平成26年11月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 瓜破東住宅3号館建設工事監理業務委託費（第２回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,863,000

都市整備局 建設課 平成26年11月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 負担金、補助及交付金　会費 公共住宅事業者等連絡協議会にかかる平成２６年度負担金の支出について
400,000

都市整備局 建設課 平成26年11月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（１０月分）南住吉関連電気料金の支出について
1,279

都市整備局 建設課 平成26年11月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 平成26年度都市整備局所管用地土壌深度調査業務委託費の支出について
972,000

都市整備局 建設課 平成26年11月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 矢田中住宅３号館畳工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,975,320

都市整備局 建設課 平成26年11月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 矢田中住宅２号館畳工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,485,080

都市整備局 建設課 平成26年11月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 南津守第１住宅１・２号館耐震改修工事の支出について（完成金）
22,310,800

都市整備局 建設課 平成26年11月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 大淀北住宅１号館耐震改修その他工事の支出について（前払金）
36,740,000

都市整備局 建設課 平成26年11月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 加美北住宅１・２・３号館耐震改修その他工事の支出について（前払金）
30,150,000

都市整備局 建設課 平成26年11月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 南津守第１住宅１・２号館耐震改修工事の支出について（完成金）
4,633,200

都市整備局 建設課 平成26年11月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 大淀北住宅１号館耐震改修その他工事の支出について（前払金）
4,040,000

都市整備局 建設課 平成26年11月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 加美北住宅１・２・３号館耐震改修その他工事の支出について（前払金）
8,930,000

都市整備局 建設課 平成26年11月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 南津守第1住宅1･2号館耐震改修工事監理業務委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,741,840

都市整備局 建設課 平成26年11月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 矢田中住宅2・3号館建設工事　積算設計業務委託－2にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
393,120

都市整備局 建設課 平成26年11月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 西喜連住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・前金）
11,250,000

都市整備局 建設課 平成26年11月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 矢田中住宅2・3号館建設工事　第2次設計変更　設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
135,000

都市整備局 建設課 平成26年11月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 加島住宅14号館第2期建設工事　積算設計業務委託－２にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
113,400

都市整備局 建設課 平成26年11月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 春日出中第2住宅1号館設備工事 設計業務委託2にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
629,640

都市整備局 建設課 平成26年11月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 神崎橋住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
226,600

都市整備局 建設課 平成26年11月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について（１０月分）
432

都市整備局 建設課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用近距離管外出張旅費の支出について（１０月分）
508

都市整備局 建設課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について（１０月分）
69,257

都市整備局 建設課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　手数料 住吉区苅田十丁目の境界確定協議書締結に伴う印鑑証明書発行手数料の支出について
2,000

都市整備局 建設課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 新生江住宅2号館建設工事　積算設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
756,000

都市整備局 建設課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について（１０月分）
4,373

都市整備局 建設課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について（１０月分）
1,480

都市整備局 建設課 平成26年11月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 大和田第3住宅1号館建設工事　設計変更　設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
546,480

都市整備局 建設課 平成26年11月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 放出東住宅１号館耐震改修その他工事　第３次設計変更　設計業務委託の支出について（完成金）
51,840

都市整備局 建設課 平成26年11月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（１０月分）南住吉関連ガス料金の支出について
745

都市整備局 建設課 平成26年11月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 矢田中住宅2・3号館建設工事　第2次設計変更　積算設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
98,280

都市整備局 建設課 平成26年11月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 浪速第6住宅1号館第2期住戸改善工事監理業務委託費（第2回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,725,000

都市整備局 建設課 平成26年11月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 建築積算システムソフト保守業務委託経費の支出について（10月分）（公営住宅建設事業用）
32,400

都市整備局 建設課 平成26年11月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 建築積算システム用パーソナルコンピュータ等借入経費の支出について（10月分）（公営住宅建設事業用）
5,292

都市整備局 建設課 平成26年11月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入　建築積算システム用パーソナルコンピュータ等長期借入経費の支出について（10月分）（その２）
15,120

都市整備局 建設課 平成26年11月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入　建築積算システム用サーバー機及び周辺機器等長期借入経費の支出について（その２）
26,784

都市整備局 建設課 平成26年11月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 大和田第３住宅１号館建設工事費（第１回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
158,940,000

都市整備局 建設課 平成26年11月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 城北住宅１２・１３・１４号館耐震改修その他工事の支出について（前払金）
28,440,000

都市整備局 建設課 平成26年11月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 城北住宅１２・１３・１４号館耐震改修その他工事の支出について（前払金）
8,500,000

都市整備局 建設課 平成26年11月21日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（10月分　設備グループ）
2,340

都市整備局 建設課 平成26年11月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（10月分　設備グループ）
58,063

都市整備局 建設課 平成26年11月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 公営住宅建設事務用コピー代金の支出について（10月分）
83,309

都市整備局 建設課 平成26年11月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉長原東第４住宅１５・１６・１７号館解体撤去工事設計変更　積算設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
91,800

都市整備局 建設課 平成26年11月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉長原東第4住宅１５・１６・１７号館解体撤去工事設計変更　設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
73,440

都市整備局 建設課 平成26年11月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 瓜破東第３住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(自力退去・全金)
359,600

都市整備局 建設課 平成26年11月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 瓜破東第３住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(自力退去・全金)
350,000

都市整備局 建設課 平成26年11月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 瓜破東第３住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(自力退去・全金)
359,600

都市整備局 建設課 平成26年11月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（10月分　設備グループ）
3,455
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都市整備局 建設課 平成26年11月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（10月分　建設設計グループ）
2,903

都市整備局 建設課 平成26年11月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（10月分　建設設計グループ）
47,428

都市整備局 建設課 平成26年11月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 除草作業用殺虫スプレー（ハチ用）の買入にかかる経費の支出について
17,895

都市整備局 建設課 平成26年11月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（10月分　建設設計グループ）
746

都市整備局 建設課 平成26年11月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 除草作業用殺虫スプレー（ハチ用）の買入にかかる経費の支出について
10,833

都市整備局 建設課 平成26年11月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（10月分　建設設計グループ）
5,829

都市整備局 建設課 平成26年11月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 高松住宅１号館の共用電気代（７月～９月）の支出について
61,023

都市整備局 建設課 平成26年11月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 放出東住宅１号館の共用電気代（７月～８月）の支出について
48,208

都市整備局 建設課 平成26年11月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 大和田第２住宅他86件防犯灯電気料金（10月分）の支出について（公営住宅建設事業用）
118,670

都市整備局 建設課 平成26年11月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 萩之茶屋第２住宅１号館の共用電気代（７月～９月）の支出について
54,150

都市整備局 建設課 平成26年11月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 萩之茶屋住宅１号館の共用電気代（７月～９月）の支出について
91,240

都市整備局 建設課 平成26年11月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 建築関係JIS要覧　追録326号外５買入経費の支出について（公営住宅建設事務用）
26,838

都市整備局 建設課 平成26年11月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について(１０月分)
978

都市整備局 建設課 平成26年11月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について(１０月分)
21,815

都市整備局 建設課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について(１０月分)
39,067

都市整備局 建設課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（１１月分）南住吉関連水道料金の支出について
1,620

都市整備局 建設課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 北加賀屋第5住宅1号館耐震改修工事監理業務委託費(完成金)の支出について(公営住宅建設事業用)
2,220,520

都市整備局 建設課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 飛鳥住宅2号館建設工事　積算設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
679,320

都市整備局 建設課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 北津守グラウンド地中埋設物調査業務委託料の支出について
7,268,400

都市整備局 建設課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉出戸南第１住宅６・７号館建設工事（第１回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
115,000,000

都市整備局 建設課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 矢田中住宅３号館ガス設備工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
5,614,350

都市整備局 建設課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 矢田中住宅２号館給水衛生設備工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
29,867,660

都市整備局 建設課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 鶴町住宅1号館（1区）建設工事（第１回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
127,750,000

都市整備局 建設課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 瓜破東住宅3号館建設工事（第１回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
154,000,000

都市整備局 建設課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 池島住宅１号館（１区）電気設備工事（平成２６年度中間前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
20,510,000

都市整備局 建設課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 春日出中第２住宅１号館建設工事にかかる前払金（平成２６年度）の支出について（公営住宅建設事業用）
24,200,000

都市整備局 建設課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 矢田中住宅２・３号館昇降機設備工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
19,215,000

都市整備局 建設課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 矢田中住宅３号館電気設備工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業）
31,402,360

都市整備局 建設課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 西喜連第5住宅5号館建設工事（第１回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
172,990,000

都市整備局 建設課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 矢田中住宅３号館給水衛生設備工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
33,059,380

都市整備局 建設課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 鶴町住宅1号館（2区）建設工事（第１回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
77,050,000

都市整備局 建設課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 矢田中住宅２号館ガス設備工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
7,140,000

都市整備局 建設課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 小林住宅１・２号館耐震改修その他工事の支出について（前払金）
13,500,000

都市整備局 建設課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 今福南第２住宅３号館耐震改修工事の支出について（前払金）
19,930,000

都市整備局 建設課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 負担金、補助及交付金　分担金 矢田中住宅２号館ケーブルテレビ導入分担金契約（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
108,000

都市整備局 建設課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 負担金、補助及交付金　分担金 矢田中住宅３号館ケーブルテレビ導入分担金契約（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
108,000

都市整備局 建設課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 負担金、補助及交付金　会費 平成26年度大都市住宅建設担当者会議にかかる負担金の支出について（公営住宅建設事業用）
10,000

都市整備局 建設課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 工事請負費　新規工事費 住吉住宅5号館解体撤去工事（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
8,640,000

都市整備局 建設課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 小林住宅１・２号館耐震改修その他工事の支出について（前払金）
7,390,000

都市整備局 建設課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 新高住宅１・２・３号館昇降路増築その他工事費（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
24,110,000

都市整備局 管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公営その他事務用南津守第2住宅2号館10月分電気代の支出について
59,060

都市整備局 管理課 平成26年11月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　北江口第2住宅電気代１０月分の支出について（請求書1通）
2,915

都市整備局 管理課 平成26年11月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　西三国住宅1号館　電気代　１０月分の支出について（請求書１通）
26,235

都市整備局 管理課 平成26年11月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　佃第２住宅電気代　１０月分の支出について（請求書2通）
66,477

都市整備局 管理課 平成26年11月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用松崎第2住宅2号館10月分電気代の支出について
85,811

都市整備局 管理課 平成26年11月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用松崎第2住宅1号館10月分電気代の支出について
86,894

都市整備局 管理課 平成26年11月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用瓜破東第３住宅1～７・９号館７～９月分電気代の支出について
84,408

都市整備局 管理課 平成26年11月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用平野市町住宅３号館１０月分の電気代の支出について
6,628
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都市整備局 管理課 平成26年11月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用住吉住宅5号館10月分電気代の支出について
1,742

都市整備局 管理課 平成26年11月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　井高野第4住宅電気代１０月分の支出について（請求書１通）
25,392

都市整備局 管理課 平成26年11月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用津守住宅1号館7～9月分電気代の支出について
20,954

都市整備局 管理課 平成26年11月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用中開住宅1号館7～9月分電気代の支出について
32,536

都市整備局 管理課 平成26年11月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用鶴町第4住宅1号館7～9月分電気代の支出について
61,984

都市整備局 管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　印刷製本費 入居の手続き（窓口用）外１点の印刷経費の支出について
52,488

都市整備局 管理課 平成26年11月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　横堤北住宅2号館　電気代　１０月分の支出について（請求書１通）
17,438

都市整備局 管理課 平成26年11月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用加美絹木住宅１０月分の電気代の支出について
16,370

都市整備局 管理課 平成26年11月10日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報償費　報償金 住宅明渡訴訟事業用弁護士報酬の支出について（平成２６年８月分・９月分）
1,674,000

都市整備局 管理課 平成26年11月10日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 住宅明渡訴訟事業用訴訟印紙代（手数料）の支出について（平成２６年８月分・９月分）
159,475

都市整備局 管理課 平成26年11月10日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 平成２６年度１０月送達証明・執行文付与申請用印紙代購入費の支出について
8,550

都市整備局 管理課 平成26年11月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　両国住宅電気代　１０月分の支出について（請求書1通）
6,858

都市整備局 管理課 平成26年11月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用鶴町第9住宅1号館7～9月分電気代の支出について
74,918

都市整備局 管理課 平成26年11月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　小松南住宅電気代１０月分の支出について（請求書1通）
24,354

都市整備局 管理課 平成26年11月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　木川第3住宅1号館　電気代　１０月分の支出について（請求書１通）
36,857

都市整備局 管理課 平成26年11月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用浅香第2住宅3号館10月分電気代の支出について
26,217

都市整備局 管理課 平成26年11月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　西宮原住宅屋外灯電気代　１０月分の支出について（請求書７通）
3,301

都市整備局 管理課 平成26年11月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用浅香第3住宅1号館他1件10月分電気代の支出について
21,711

都市整備局 管理課 平成26年11月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用津守住宅2号館7～9月分電気代の支出について
13,056

都市整備局 管理課 平成26年11月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用敷津浦第2住宅1号館7～9月分電気代の支出について
76,980

都市整備局 管理課 平成26年11月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用北津守第3住宅1号館7～9月分電気代の支出について
74,079

都市整備局 管理課 平成26年11月12日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　会費 第４６回大都市住宅管理担当者会議に係る参加負担金（１名分）の支出について
10,000

都市整備局 管理課 平成26年11月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用立葉住宅1号館7～9月分電気代の支出について
29,368

都市整備局 管理課 平成26年11月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長橋第3住宅1号館7～9月分電気代の支出について
89,114

都市整備局 管理課 平成26年11月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用勝山住宅1～6号館7～9月分電気代の支出について
26,262

都市整備局 管理課 平成26年11月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用浅香西住宅1号館9月分電気代の支出について
25,088

都市整備局 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉出戸住宅1～10号棟１０月分の電気代の支出について
41,514

都市整備局 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉六反東住宅19・25号棟１０月分の電気代の支出について
11,014

都市整備局 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　今市住宅電気代　１０月分の支出について（請求書１通）
24,183

都市整備局 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉長原東住宅14号館１０月分の電気代の支出について
101,017

都市整備局 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用矢田南住宅1号館月10月分電気代の支出について
64,019

都市整備局 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　豊里第２住宅電気代　１０月分の支出について（請求書５通）
48,611

都市整備局 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉六反北住宅2号棟１０月分の電気代の支出について
516

都市整備局 管理課 平成26年11月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅維持管理用平成２６年度シュレッダー（住宅部１階）の賃貸借料の支出について　１０月分
1,166

都市整備局 管理課 平成26年11月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用矢田住道住宅10月分電気代の支出について
87,188

都市整備局 管理課 平成26年11月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　伝法住宅２，４，６～１１号館電気代　１０月分の支出について（請求書２通）
18,857

都市整備局 管理課 平成26年11月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　東淡路住宅　電気代１０月分の支出について（請求書１通）
1,895

都市整備局 管理課 平成26年11月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用矢田中住宅10月分電気代の支出について
27,452

都市整備局 管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報償費　報償金 市営住宅維持管理用強制執行費用の支出について（家賃滞納等14件）
1,226,880

都市整備局 管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 使用承認取消通知発送用内容証明料金の支出について（11月分）
129,000

都市整備局 管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 市営住宅維持管理用強制執行費用の支出について（家賃滞納等14件）
1,050,000

都市整備局 管理課 平成26年11月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉長原東第４住宅３８号館１０月分電気代の支出について
35,892

都市整備局 管理課 平成26年11月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用出城第3住宅1号館7～9月分電気代の支出について
20,122

都市整備局 管理課 平成26年11月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　南方住宅電気代　１０月分の支出について（請求書５通）
165,051

都市整備局 管理課 平成26年11月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　山口第2住宅1～３号館　電気代１０月分の支出について（請求書１通）
5,320

都市整備局 管理課 平成26年11月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用浪速第6住宅1号館7～9月分電気代の支出について
341,012

都市整備局 管理課 平成26年11月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用中開東住宅1号館7～9月分電気代の支出について
49,486

都市整備局 管理課 平成26年11月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　池島住宅６～１２号館電気代１０月分の支出について（請求書１通）
16,710
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都市整備局 管理課 平成26年11月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　日之出第２住宅電気代　１０月分の支出について（請求書２通）
36,390

都市整備局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター電気料金の支出について　１０月分
50,002

都市整備局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター管理費の支出について　１１月分
502,442

都市整備局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センターの修繕積立金の支出について　１１月分
157,341

都市整備局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出住宅　８号館　電気代　１０月分の支出について（請求書５通）
20,871

都市整備局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出住宅９～１０号館　電気代１０月分の支出について（請求書２通）
67,208

都市整備局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出第３住宅　電気代　１０月分の支出について（請求書２通）
21,011

都市整備局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　生江第２住宅　　電気代１０月分の支出について（請求書１通）
12,669

都市整備局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用東喜連第５住宅１号館１０月分電気代の支出について
91,845

都市整備局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　福住宅１～３号館　電気代１０月分の支出について（請求書１通）
5,888

都市整備局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　新生江住宅1号館　電気１０月分の支出について（請求書１通）
13,723

都市整備局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用東喜連第３住宅１３号館１０月分電気代の支出について
1,002

都市整備局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用東喜連第５住宅２号館１０月分電気代の支出について
89,905

都市整備局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　八幡屋宝町第３住宅電気代　１０月分の支出について（請求書２通）
14,847

都市整備局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　酉島住宅　９・１０・２１号館　電気代１０月分の支出について（請求書５通）
58,022

都市整備局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用浪速第5住宅3号館10月分電気代の支出について
8,265

都市整備局 管理課 平成26年11月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　生江住宅７～１１号館　電気代１０月分の支出について（請求書５通）
151,681

都市整備局 管理課 平成26年11月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 市営住宅維持管理用住宅管理システムのコンピュータ専用回線使用料の支出について　１０月分
426,600

都市整備局 管理課 平成26年11月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター管理費の支出について　12月分
267,219

都市整備局 管理課 平成26年11月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター修繕積立金の支出について　12月分
71,259

都市整備局 管理課 平成26年11月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用浪速西第2住宅1号館他1件10月分電気代の支出について
64,893

都市整備局 管理課 平成26年11月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用西喜連第５住宅１号館１０月分電気代の支出について
54,581

都市整備局 管理課 平成26年11月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用出城東住宅1号館他2件10月分電気代の支出について
66,394

都市整備局 管理課 平成26年11月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　加島住宅14号館　電気１０月分の支出について（請求書１通）
8,574

都市整備局 管理課 平成26年11月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　中島住宅１～２号館　電気代１０月分の支出について（請求書６通）
7,971

都市整備局 管理課 平成26年11月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　赤川住宅１～２号館　電気代１０月分の支出について（請求書１通）
14,068

都市整備局 管理課 平成26年11月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　飛鳥住宅　５号館　電気代　１０月分の支出について（請求書１通）
12,211

都市整備局 管理課 平成26年11月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　加島南住宅１～２号館電気代１０月分の支出について（請求書１通）
7,231

都市整備局 管理課 平成26年11月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　飛鳥住宅１～４号館　電気代１０月分の支出について（請求書４通）
67,102

都市整備局 管理課 平成26年11月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　加島住宅4・6~10号館、加島第2住宅1~2号館　電気代１０月分の支出について（請求書１通）
50,725

都市整備局 管理課 平成26年11月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　飛鳥西住宅１～２号館　電気代１０月分の支出について（請求書２通）
53,168

都市整備局 管理課 平成26年11月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　日之出第２住宅　　電気代１０月分の支出について（請求書２通）
5,371

都市整備局 管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について　９月分
1,290

都市整備局 管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について　８月分
7,648

都市整備局 管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について　９月分
62,635

都市整備局 管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について　８月分
60,054

都市整備局 管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 平成２６年１１月即決和解申立用貼用印紙代の支出について
46,000

都市整備局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 市営住宅維持管理用コピー代金の支出について　１０月分
103,384

都市整備局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 平成２６年度１１月送達証明・執行文付与申請用印紙購入費の支出について
13,500

都市整備局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 平成２６年１１月執行文付与申請用（訴訟和解分）印紙代購入費の支出について
300

都市整備局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用大阪市営住宅管理システム運用業務委託料の支出について（第６回目）
10,754,910

都市整備局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用大阪市営住宅管理システム再構築に伴うバッチ(一括処理機能)仕様確定支援業務委託料の支出について
12,096,000

都市整備局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅管理システム再構築・運用保守業務委託料の支出について（第２回目）
32,390,400

都市整備局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅維持管理用市営住宅管理システム端末機器等長期借入（その１）に係る経費の支出について（平成26年10月分）
33,875

都市整備局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅維持管理用市営住宅管理システムサーバ機器等長期借入に係る経費の支出について（平成26年10月分）
440,640

都市整備局 管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　神崎橋住宅1号館　電気代１０月分の支出について（請求書４通）
84,483

都市整備局 保全整備課 平成26年11月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　泉尾第５住宅（１号館）外昇降機設備改修工事費の支出について（前払金）
18,570,000

都市整備局 保全整備課 平成26年11月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　我孫子東第7住宅1・2号館外壁改修その他工事費の支出について（中間前払金）
15,110,000
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都市整備局 保全整備課 平成26年11月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　長柄東住宅（１号館）外量水器取替工事費の支出について（前払金）
34,590,000

都市整備局 保全整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　山之内住宅6号館台所改修工事費の支出について（完成金）
5,979,240

都市整備局 保全整備課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その３）費の支出について（第２回中間金）
34,470,000

都市整備局 保全整備課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　南江口第2住宅9～13号館外壁部分改修その他工事費の支出について（前払金）
5,350,000

都市整備局 保全整備課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　木川第5住宅1号館外壁改修その他工事費の支出について（中間前払金）
11,250,000

都市整備局 保全整備課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　西住之江住宅1～10号館外壁部分改修その他工事費の支出について（前払金）
9,260,000

都市整備局 保全整備課 平成26年11月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　鶴見北住宅1・3号館外壁部分改修その他工事費の支出について（前払金）
11,000,000

都市整備局 保全整備課 平成26年11月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　我孫子東第7住宅1・2号館外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
32,360,600

都市整備局 保全整備課 平成26年11月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　出来島住宅1・2号館外壁部分改修その他工事費の支出について（前払金）
6,520,000

都市整備局 保全整備課 平成26年11月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　山之内住宅（６号館）排水管改修工事費の支出について（完成金）
11,413,400

都市整備局 保全整備課 平成26年11月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　木場住宅10～13･15･17号館外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
26,064,640

都市整備局 保全整備課 平成26年11月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　住吉住宅2・6・8・12・13号館外壁改修その他工事費の支出について（中間前払金）
9,180,000

都市整備局 保全整備課 平成26年11月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅共同施設整備費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　築港住宅屋外整備その他工事費の支出について（完成金）
8,952,120

都市整備局 保全整備課 平成26年11月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅共同施設整備費 工事請負費　改修工事費 住宅共同施設整備事業用八幡屋第３住宅屋外整備その他工事に伴う電気設備工事費の支出について（完成金）
1,858,680

都市整備局 保全整備課 平成26年11月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅共同施設整備費 工事請負費　改修工事費 住宅共同施設整備事業用築港住宅屋外整備その他工事に伴う電気設備工事費の支出について（完成金）
3,600,720

都市整備局 企画設計課 平成26年11月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用島屋小学校増築その他工事費の支出について（第１回中間金）
39,400,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用(仮称)今宮中学校区小中一貫校整備工事費の支出について（第１回中間金）
108,760,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用佃西小学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
10,853,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用佃西小学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
3,657,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用新高小学校外壁改修工事費の支出について（前払金）
9,370,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用（仮称）日本橋小中一貫校地質調査業務委託費の支出について（完了金）
1,604,880

都市整備局 企画設計課 平成26年11月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用天王寺中学校外5校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
7,136,640

都市整備局 企画設計課 平成26年11月06日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度近畿ブロック営繕主務者会議基本会費の支出について
30,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月06日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 こども青少年事業用ほか　中津住宅８号館・中津保育園耐震改修工事費の支出について（前払金）
751,400

都市整備局 企画設計課 平成26年11月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 公営住宅建設用ほか　中津住宅８号館・中津保育園耐震改修工事費の支出について（前払金）
3,068,600

都市整備局 企画設計課 平成26年11月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用北部地域小学校空調機設置その他設備工事監理業務委託費の支出について（完了金）
6,216,480

都市整備局 企画設計課 平成26年11月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用北部地域小学校空調機設置その他設備工事監理業務委託費の支出について（完了金）
487,080

都市整備局 企画設計課 平成26年11月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用美津島中学校外壁改修工事費の支出について（前払金）
7,950,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用啓発小学校・中島中学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
18,510,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月07日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 平成26年度大都市設備技術担当者会議にかかる旅費の支出について
9,280

都市整備局 企画設計課 平成26年11月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設用チェックリスト消防設備基準追録第１２３号～１２６号の買入にかかる支出について
7,960

都市整備局 企画設計課 平成26年11月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用長居小学校外８校体育館天井改修工事設計業務委託費の支出について（前払金）
470,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用昭和中学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
9,830,700

都市整備局 企画設計課 平成26年11月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用昭和中学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
5,019,300

都市整備局 企画設計課 平成26年11月10日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 平成26年度大都市営繕工事担当者会議にかかる旅費の支出について
60,280

都市整備局 企画設計課 平成26年11月11日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 こども青少年事業用　阿武山学園旧第８寮解体撤去工事設計業務委託費の支出について（前払金）
620,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　天王寺公園（仮称）慶沢園ゲート新築工事設計業務委託費の支出について（完了金）
726,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 道路事業用　もと津守浄水場ケーキヤード・車庫等解体撤去工事設計業務委託費の支出について（完了金）
933,120

都市整備局 企画設計課 平成26年11月12日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 区庁舎整備用ほか　東淀川区役所・区民ホール耐震改修その他工事費の支出について（第５回中間金）
126,696,600

都市整備局 企画設計課 平成26年11月12日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 市民利用施設整備用ほか　東淀川区役所・区民ホール耐震改修その他工事費の支出について（第５回中間金）
16,463,400

都市整備局 企画設計課 平成26年11月12日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　天王寺動物園内野外ステージ横便所新築設備工事設計業務委託費－２の支出について（完了金）
648,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用西淀川特別支援学校便所改修工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
194,400

都市整備局 企画設計課 平成26年11月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用平野中学校外7校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
3,284,680

都市整備局 企画設計課 平成26年11月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用高殿小学校便所改修工事費の支出について（中間前払金）
5,710,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用鶴見橋中学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
10,740,800

都市整備局 企画設計課 平成26年11月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用鶴見橋中学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
459,200

都市整備局 企画設計課 平成26年11月13日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 校舎建設用ほか市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２６年９月分）の支出について
5,240

都市整備局 企画設計課 平成26年11月13日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 校舎建設用ほか市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２６年９月分）の支出について
4,080
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都市整備局 企画設計課 平成26年11月13日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用ほかマイクロ写真リーダープリンター長期借入にかかる支出について（平成２６年１０月分）
19,343

都市整備局 企画設計課 平成26年11月13日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 旅費　普通旅費 校舎建設用ほか市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２６年９月分）の支出について
1,110

都市整備局 企画設計課 平成26年11月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用ほかマイクロ写真リーダープリンター長期借入にかかる支出について（平成２６年１０月分）
27,853

都市整備局 企画設計課 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 旅費　普通旅費 校舎建設用ほか市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２６年９月分）の支出について
321,069

都市整備局 企画設計課 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用島屋小学校増築その他工事設計変更積算設計業務委託費の支出について（完了金）
74,520

都市整備局 企画設計課 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用島屋小学校増築その他工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
264,600

都市整備局 企画設計課 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用成南中学校外５校体育館等天井改修工事外２件監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,809,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用成南中学校外５校体育館等天井改修工事外２件監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
527,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用淡路中学校外壁改修その他工事費の支出について（中間前払金）
3,047,200

都市整備局 企画設計課 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用瓜破中学校外5校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
19,150,560

都市整備局 企画設計課 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用淡路中学校外壁改修その他工事費の支出について（中間前払金）
11,602,800

都市整備局 企画設計課 平成26年11月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用新難波特別支援学校整備工事第２次設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
2,049,840

都市整備局 企画設計課 平成26年11月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用淡路小学校外壁改修工事費の支出について（前払金）
7,850,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用茨田北中学校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（前払金）
2,490,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月19日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 公営住宅建設用ほか　大浪住宅４号館・大浪保育所耐震改修工事費の支出について（完成金）
1,710,100

都市整備局 企画設計課 平成26年11月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 道路事業用　新大阪自転車保管所管理事務所外１件解体撤去工事設計業務委託費の支出について（完了金）
864,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 公営住宅建設用ほか　大浪住宅４号館・大浪保育所耐震改修工事費の支出について（完成金）
4,553,940

都市整備局 企画設計課 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用長池小学校第２期増築その他工事費の支出について（前払金）
58,832,880

都市整備局 企画設計課 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　苅田北小学校便所改修工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
205,200

都市整備局 企画設計課 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用長池小学校第２期増築その他工事費の支出について（前払金）
3,227,120

都市整備局 企画設計課 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用鶴橋小学校屋外整備その他工事費の支出について（前払金）
2,250,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用住之江中学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
7,456,240

都市整備局 企画設計課 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用瓜破小学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
10,113,470

都市整備局 企画設計課 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用瓜破小学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
4,396,530

都市整備局 企画設計課 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用放出中学校外6校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
8,539,200

都市整備局 企画設計課 平成26年11月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用住之江中学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
683,760

都市整備局 企画設計課 平成26年11月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　酉島小学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
8,896,800

都市整備局 企画設計課 平成26年11月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　南港桜小学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
12,605,850

都市整備局 企画設計課 平成26年11月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　港晴小学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
6,680,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　酉島小学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
4,303,200

都市整備局 企画設計課 平成26年11月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　南港桜小学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
3,744,150

都市整備局 企画設計課 平成26年11月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　天王寺動物園内野外ステージ横便所新築工事設計業務委託費－２の支出について（完了金）
1,339,200

都市整備局 企画設計課 平成26年11月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 区画整理事業用　淡路駅周辺地区管理建物外（３連戸）解体撤去工事設計業務委託費の支出について（完了金）
918,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設用複写機経費（１０月分）の支出にかかる支出について
96,097

都市整備局 企画設計課 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用等　新難波特別支援学校整備工事監理業務委託費の支出について（第２回中間金）
1,999,540

都市整備局 企画設計課 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　新難波特別支援学校整備工事費の支出について（第１回中間金）
114,879,320

都市整備局 企画設計課 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　南部地域学校照明その他改修設備工事設計変更設計業務委託（その２）費の支出について（完了金）
113,400

都市整備局 企画設計課 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎建設用等　新難波特別支援学校整備工事監理業務委託費の支出について（第２回中間金）
968,460

都市整備局 企画設計課 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　住吉中学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
2,995,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　住吉中学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
19,865,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　西淀川特別支援学校便所改修衛生設備工事費の支出について（完成金）
12,189,960

都市整備局 企画設計課 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　平野中学校外7校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（一部完成金）
4,989,840

都市整備局 企画設計課 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　大正中央中学校外7校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
17,236,120

都市整備局 企画設計課 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　西淀川特別支援学校便所改修工事費の支出について（完成金）
7,361,840

都市整備局 企画設計課 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　瓜破中学校外5校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（一部完成金）
4,411,320

都市整備局 企画設計課 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　新難波特別支援学校整備工事費の支出について（第１回中間金）
55,640,680

都市整備局 企画設計課 平成26年11月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　新規工事費 廃棄物処理事業用　大黒橋公衆便所解体撤去工事費の支出について（完成金）
2,184,840

都市整備局 企画設計課 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　玉津中学校外４校体育館等天井改修工事外２件監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
2,062,000
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都市整備局 企画設計課 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　玉津中学校外４校体育館等天井改修工事外２件監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,030,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　東淀中学校便所改修衛生設備工事費の支出について（完成金）
11,571,120

都市整備局 企画設計課 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　弘済小中学校体育館天井改修工事費の支出について（前払金）
2,380,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　加島小学校外壁改修工事費の支出について（前払金）
14,250,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　塚本小学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
10,150,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　八阪中学校外5校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
7,521,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月26日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

工事請負費　改修工事費 スポーツ施設整備事業用　長居球技場バックスタンド北側便所設置工事費の支出について（前払金）
7,090,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設用問答式高圧ガス取扱の実務追録第６６号外１件の買入にかかる支出について
7,862

都市整備局 企画設計課 平成26年11月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　今福小学校耐震改修その他工事外２件監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,212,580

都市整備局 企画設計課 平成26年11月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　北部地域学校照明その他改修設備工事設計変更設計業務委託（その２）費の支出について（完了金）
145,800

都市整備局 企画設計課 平成26年11月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　今福小学校耐震改修その他工事外２件監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
2,037,420

都市整備局 企画設計課 平成26年11月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　西淀川特別支援学校便所改修電気設備工事費の支出について（完成金）
1,263,760

都市整備局 企画設計課 平成26年11月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　西淡路小学校便所改修衛生設備工事費の支出について（完成金）
6,361,560

都市整備局 企画設計課 平成26年11月27日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか　東淀川区役所・区民ホール耐震改修その他工事監理業務委託費の支出について（第２回中間金）
2,168,250

都市整備局 企画設計課 平成26年11月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか　東淀川区役所・区民ホール耐震改修その他工事監理業務委託費の支出について（第２回中間金）
281,750

都市整備局 企画設計課 平成26年11月27日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 委託料　委託料 庁舎整備用　此花消防署建設工事監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
7,072,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　堀川小学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
5,033,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　西淀中学校外５校体育館等天井改修工事外１件監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
359,350

都市整備局 企画設計課 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　八阪中学校外５校体育館等天井改修工事外２件監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
401,810

都市整備局 企画設計課 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　都島中学校外５校体育館等天井改修工事監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,426,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　西淀中学校外５校体育館等天井改修工事外１件監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,366,650

都市整備局 企画設計課 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　天王寺中学校外５校体育館等天井改修工事外１件監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
2,384,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　八阪中学校外５校体育館等天井改修工事外２件監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
2,466,190

都市整備局 企画設計課 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　柴島中学校外７校体育館等天井改修工事外１件監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
420,240

都市整備局 企画設計課 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　柴島中学校外７校体育館等天井改修工事外１件監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,619,760

都市整備局 企画設計課 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　柴島中学校外7校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
6,567,400

都市整備局 企画設計課 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　市岡中学校外4校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
2,053,640

都市整備局 企画設計課 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　花乃井中学校外2校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
7,903,960

都市整備局 企画設計課 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　梅南小学校地質調査業務委託費の支出について（完了金）
2,411,640

都市整備局 企画設計課 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用等　北部特別支援学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
3,164,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　西淡路小学校便所改修工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
118,800

都市整備局 企画設計課 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎建設用等　北部特別支援学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
263,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　市岡中学校外4校体育館等天井改修工事外1件監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
2,427,000

都市整備局 企画設計課 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　大正中央中学校外７校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（一部完成金）
10,874,360

都市整備局 企画設計課 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　田島中学校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
6,199,200

都市整備局 企画設計課 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　西淡路小学校便所改修電気設備工事費の支出について（完成金）
1,157,760

都市整備局 企画設計課 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　海老江西小学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
13,992,280

都市整備局 企画設計課 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　木川小学校外壁改修工事費の支出について（前払金）
8,940,000

都市整備局
ファシリティマネジメント
課

平成26年11月11日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公共施設等総合管理計画に係るヒアリングのための出張並びに旅費の支出について
29,240

都市整備局
ファシリティマネジメント
課

平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 ESCO事業用市内出張交通費（１０月分）の支出について
2,020

都市整備局 施設整備課 平成26年11月04日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 住之江区役所住民基本台帳・戸籍情報システム改修電気設備工事費の支出について（完成金）
636,120

都市整備局 施設整備課 平成26年11月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 加美南部小学校ガス配管経年管改修工事費の支出について（完成金）
852,120

都市整備局 施設整備課 平成26年11月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 瓜破小学校ガス配管経年管改修工事費の支出について（完成金）
538,920

都市整備局 施設整備課 平成26年11月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 晴明丘小学校ガス配管経年管改修工事費の支出について（完成金）
579,960

都市整備局 施設整備課 平成26年11月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 矢田北小学校ガス配管経年管改修工事費の支出について（完成金）
3,245,400

都市整備局 施設整備課 平成26年11月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 長吉出戸小学校ガス配管経年管改修工事費の支出について（完成金）
799,200

都市整備局 施設整備課 平成26年11月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 墨江小学校ガス配管経年管改修工事費の支出について（完成金）
280,800

都市整備局 施設整備課 平成26年11月05日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 心身障がい者リハビリテーションセンター昇降機設備改修工事費の支出について（完成金）
18,576,000
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都市整備局 施設整備課 平成26年11月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 北巽駅自転車駐車場改修工事費の支出について（完成金）
2,278,440

都市整備局 施設整備課 平成26年11月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 梅南小学校ガス配管経年管改修工事費の支出について（完成金）
766,800

都市整備局 施設整備課 平成26年11月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 下新庄小学校ガス配管経年管改修工事費の支出について（完成金）
5,245,560

都市整備局 施設整備課 平成26年11月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 小松小学校ガス配管経年管改修工事費の支出について（完成金）
852,120

都市整備局 施設整備課 平成26年11月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 中本小学校ガス配管経年管改修工事費の支出について（完成金）
231,120

都市整備局 施設整備課 平成26年11月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東中本小学校ガス配管経年管改修工事費の支出について（完成金）
247,320

都市整備局 施設整備課 平成26年11月07日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 北区役所外1施設住民基本台帳・戸籍情報システム改修電気設備工事費の支出について(完成金)
387,720

都市整備局 施設整備課 平成26年11月07日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 西区役所住民基本台帳・戸籍情報システム改修電気設備工事費の支出について（完成金）
288,360

都市整備局 施設整備課 平成26年11月07日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 心身障がい者リハビリテーションセンター空調設備改修工事費の支出について（完成金）
16,797,520

都市整備局 施設整備課 平成26年11月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 我孫子駅自転車駐車場改修工事費の支出について（完成金）
8,517,960

都市整備局 施設整備課 平成26年11月12日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 淀川区役所太陽光発電設備設置工事費の支出について(工事前払金)
8,600,000

都市整備局 施設整備課 平成26年11月12日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 港区役所住民基本台帳・戸籍情報システム改修電気設備工事費の支出について
626,400

都市整備局 施設整備課 平成26年11月12日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 中川保育所空調設備改修工事費の支出について（完成金）
4,530,600

都市整備局 施設整備課 平成26年11月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 喜連北小学校理科室床改修ガス設備工事費の支出について（完成金）
665,280

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度中央区役所外３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
259,146

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度此花区役所外３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
179,064

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度此花区役所外３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
773,631

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度此花区役所外３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
593,811

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度此花区役所外３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
397,494

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度中央区役所外３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
308,313

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度北区役所外７施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,157,274

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度北区役所外７施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
724,788

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度北区役所外７施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
503,766

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度北区役所外７施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
314,388

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度北区役所外７施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
312,228

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度北区役所外７施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
319,194

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成２６年度中央区役所外３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
23,247

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成２６年度北区役所外７施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
30,456

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成26年度桜宮小学校外18施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
29,268

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成26年度玉造小学校外17施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
222,912

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成26年度東小橋小学校外19施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
180,144

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 平成２６年度中央区役所外３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
8,127

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 平成２６年度北区役所外７施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
9,774

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度玉造小学校外17施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,085,508

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度大東小学校外６２校昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
12,257,946

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度桜宮小学校外18施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,426,572

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度東小橋小学校外19施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,350,540

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度豊崎東小学校外２７校昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
2,350,053

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度東淡路小学校外28施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
2,987,388

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度大淀小学校外４２校昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
4,305,150

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度豊崎東小学校外２７校昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
1,767,447

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度東淡路小学校外28施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,247,832

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度大淀小学校外４２校昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
2,174,850

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度大東小学校外６２校昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
5,731,776

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度桜宮小学校外18施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
822,744

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度玉造小学校外17施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
471,204

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度東小橋小学校外19施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
683,856

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度東淡路小学校外28施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
274,104
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都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度玉造小学校外17施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
654,804

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度桜宮小学校外18施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,072,548

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度玉造小学校外17施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
331,020

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度大東小学校外６２校昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,170,342

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度東淡路小学校外28施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
285,552

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 北区役所外住民基本台帳システム等改修設備工事（北エリア）【設計】委託費の支出について
1,717,092

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 港区役所電話交換機室空調設備改修工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
232,524

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 北区役所外戸籍情報システム等改修設備工事（北エリア）【設計】委託費の支出について
1,711,260

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 此花区役所熱源機器整備工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
232,524

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 港区役所空調自動制御設備改修工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
242,136

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 市民交流センターあさひ西吸収式温水機改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
329,940

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 もと矢田青少年会館少年館外各所改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,501,632

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 委託料　委託料 大阪市公文書館自動制御設備整備工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
225,828

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 港区老人福祉センター空調設備改修工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
248,940

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 淡路こども園外壁改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
375,948

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 住之江区老人福祉センター空調設備改修工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
288,360

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 姫島こども園庇改修その他工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
329,940

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 生活保護施設整備費 委託料　委託料 第２港晴寮直流電源装置改修工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
66,852

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 委託料　委託料 大阪国際交流センター受変電設備改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
848,016

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 委託料　委託料 大阪歴史博物館空調用加湿蒸気配管改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
753,948

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

委託料　委託料 大阪市立靭テニスセンター加圧給水設備整備工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
232,524

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

委託料　委託料 大阪市立浪速スポーツセンター・屋内プール製氷設備改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,219,752

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

委託料　委託料 長居球技場受変電設備改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
848,016

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

委託料　委託料 大阪市立浪速スポーツセンター・屋内プール排気設備その他改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
417,744

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

委託料　委託料 大阪市立靭テニスセンターボイラー設備改修工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
248,940

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 大阪城公園（極楽橋北、修道館横、森之宮せせらぎ横）便所改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
3,771,792

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 マリンテニスパーク・北村空調設備改修工事に係る設計業務（西エリア）【設計】委託費の支出について
451,764

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 大正地区文化交流プラザ吸収式冷温水機その他整備工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
324,756

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 湊町リバープレイス空冷式チラー整備工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
225,828

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 湊町リバープレイス空気調和機整備工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
255,636

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 新大阪駅自転車駐車場改修工事に係る設計業務（北エリア）【設計】委託費の支出について
315,576

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度北区役所外７施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
347,112

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 南部方面管理事務所管理棟衛生設備改修工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
242,676

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度中央区役所外３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
101,142

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 淡路駅自転車駐車場改修工事費の支出について（工事前払金）
1,670,000

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 東中浜小学校教室改造工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
703,728

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 西九条小学校教室改造工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
670,464

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 下福島中学校教室改造工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,415,988

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 大桐中学校教室改造工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
624,348

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（太陽光発電設備整備事業）（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
848,016

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 電気設備改修工事（微量ＰＣＢ処理）（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
565,920

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（太陽光発電設備整備事業）（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,785,672

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（駒除け柵改修）（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,929,960

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（太陽光発電設備整備事業）（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
848,016

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（学校電気室改修２）（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
549,072

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 電気設備改修工事（微量ＰＣＢ処理）（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
417,744

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（電話設備改修）（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
338,256

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（電話設備改修）（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
338,256
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都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（電話設備改修）（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
676,512

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（学校電気室改修）（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,674,756

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（学校電気室改修）（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
250,560

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（学校電気室改修２）（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
428,004

都市整備局 施設整備課 平成26年11月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 啓発小学校・中島中学校ガス配管経年管改修工事費の支出について(完成金)
1,287,360

都市整備局 施設整備課 平成26年11月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共建築部施設整備課（あべのベルタ3階事務室）共用部分光熱水費等の支出について（平成26年7月～9月分）
5,014

都市整備局 施設整備課 平成26年11月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共建築部施設整備課（あべのベルタ3階事務室）共用部分光熱水費等の支出について（平成26年7月～9月分）
24,177

都市整備局 施設整備課 平成26年11月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共建築部施設整備課（あべのベルタ3階事務室）共用部分光熱水費等の支出について（平成26年7月～9月分）
89

都市整備局 施設整備課 平成26年11月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 公共建築部施設整備課（あべのベルタ3階事務室）共用部分光熱水費等の支出について（平成26年7月～9月分）
17,626

都市整備局 施設整備課 平成26年11月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 公共建築部施設整備課（あべのベルタ3階事務室）共用部分光熱水費等の支出について（平成26年7月～9月分）
10,286

都市整備局 施設整備課 平成26年11月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 公共建築部施設整備課（あべのベルタ3階事務室）共用部分光熱水費等の支出について（平成26年7月～9月分）
4,513

都市整備局 施設整備課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度北区役所外６施設空気環境測定業務委託費の支出について（第１回中間金）
8,586

都市整備局 施設整備課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度阿倍野区役所外４施設空気環境測定業務委託費の支出について（第１回中間金）
33,912

都市整備局 施設整備課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度北区役所外６施設空気環境測定業務委託費の支出について（第１回中間金）
7,722

都市整備局 施設整備課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度阿倍野区役所外４施設空気環境測定業務委託費の支出について（第１回中間金）
5,184

都市整備局 施設整備課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度北区役所外６施設空気環境測定業務委託費の支出について（第１回中間金）
7,128

都市整備局 施設整備課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成26年度滝川小学校外20施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
123,984

都市整備局 施設整備課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度滝川小学校外20施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,515,456

都市整備局 施設整備課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度北区役所外６施設空気環境測定業務委託費の支出について（第１回中間金）
18,414

都市整備局 施設整備課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度滝川小学校外20施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
818,316

都市整備局 施設整備課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度滝川小学校外20施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
200,664

都市整備局 施設整備課 平成26年11月17日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 平成26年度都島区役所外６施設空気環境測定業務委託費の支出について（第１回中間金）
259,200

都市整備局 施設整備課 平成26年11月17日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 平成26年度阿倍野区役所外４施設空気環境測定業務委託費の支出について（第１回中間金）
214,704

都市整備局 施設整備課 平成26年11月17日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 平成26年度北区役所外６施設空気環境測定業務委託費の支出について（第１回中間金）
312,930

都市整備局 施設整備課 平成26年11月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 大淀コミュニティセンター外壁改修その他工事（北エリア）【設計】委託費の支出について
369,252

都市整備局 施設整備課 平成26年11月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 淀川区民センター外壁改修その他工事（北エリア）【設計】委託費の支出について
548,100

都市整備局 施設整備課 平成26年11月17日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 西加島保育所門扉改修工事（北エリア）【設計】委託費の支出について
502,200

都市整備局 施設整備課 平成26年11月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 大阪産業創造館電話交換機その他改修工事（北エリア）【設計】委託費の支出について
752,868

都市整備局 施設整備課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 大阪城公園便所（極楽橋北、修道館横、森之宮せせらぎ横）各所改修工事に係る設計業務（北エリア）【設計】委託費の支出について
1,884,816

都市整備局 施設整備課 平成26年11月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 北図書館外壁改修その他工事（北エリア）【設計】委託費の支出について
132,408

都市整備局 施設整備課 平成26年11月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（便所照明改修）（北エリア）【設計】委託費の支出について
935,712

都市整備局 施設整備課 平成26年11月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（ガス管経年改修）（北エリア）【設計】委託費の支出について
275,400

都市整備局 施設整備課 平成26年11月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 Ａ２版対応インクジェットプリンター　長期借入（施設整備課）費用の支出について（平成26年10月分）
6,264

都市整備局 施設整備課 平成26年11月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 マイクロ写真リーダープリンター　長期借入（施設整備課）費用の支出について（平成26年10月分）
50,004

都市整備局 施設整備課 平成26年11月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 阿倍野小学校ガス配管経年管改修工事費の支出について(完成金)
693,360

都市整備局 施設整備課 平成26年11月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 苗代小学校ガス配管経年管改修工事費の支出について(完成金)
479,520

都市整備局 施設整備課 平成26年11月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 今川小学校ガス配管経年管改修工事費の支出について(完成金)
163,080

都市整備局 施設整備課 平成26年11月19日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 港区役所給水設備その他改修工事費の支出について（工事前払金）
3,900,000

都市整備局 施設整備課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度港区役所外３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
483,489

都市整備局 施設整備課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度港区役所外３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
273,780

都市整備局 施設整備課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度港区役所外３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
345,627

都市整備局 施設整備課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度港区役所外３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
342,603

都市整備局 施設整備課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成２６年度港区役所外３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
59,130

都市整備局 施設整備課 平成26年11月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成26年度福島小学校外14施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
90,936

都市整備局 施設整備課 平成26年11月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 平成２６年度港区役所外３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
31,590

都市整備局 施設整備課 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度福島小学校外14施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,265,868

都市整備局 施設整備課 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度九条北小学校外３１校昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
3,306,366

都市整備局 施設整備課 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度福島小学校外14施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
458,028



平成26年度（平成26年11月）　公金支出情報

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

都市整備局 施設整備課 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度九条北小学校外３１校昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
1,354,455

都市整備局 施設整備課 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度九条北小学校外３１校昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
134,379

都市整備局 施設整備課 平成26年11月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平成２６年度港区役所外３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
41,391

都市整備局 施設整備課 平成26年11月21日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 平成26年度施設整備課事務室機械警備業務委託の支出について(10月分）
8,640

都市整備局 施設整備課 平成26年11月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 新森小路小学校直結給水化改修工事費の支出について（工事前払金）
5,050,000

都市整備局 施設整備課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成26年度西船場小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
9,396

都市整備局 施設整備課 平成26年11月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成26年度西船場小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
149,904

都市整備局 施設整備課 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成26年度西船場小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
24,624

都市整備局 施設整備課 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度西船場小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,076,220

都市整備局 施設整備課 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度西船場小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
434,808

都市整備局 施設整備課 平成26年11月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度西船場小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
336,420

都市整備局 施設整備課 平成26年11月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

工事請負費　改修工事費 大阪市立大阪プール受変電設備改修工事費の支出について（完成金）
12,165,120

都市整備局 施設整備課 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 淀中学校運動場整備工事費の支出について（完成金）
3,517,560

都市整備局 施設整備課 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 淀中学校フェンス改修工事費の支出について（完成金）
5,837,060

都市整備局 施設整備課 平成26年11月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 淀中学校フェンス改修工事費の支出について（完成金）
3,913,980

都市整備局 施設整備課 平成26年11月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共建築部施設整備課事務室電気使用料の支出について（平成26年10月分）
92,115

都市整備局 施設整備課 平成26年11月26日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 旭区役所事務室改修工事費の支出について（完成金）
1,007,716

都市整備局 施設整備課 平成26年11月26日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 旭区役所事務室改修工事費の支出について（完成金）
98,284

都市整備局 施設整備課 平成26年11月26日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 生野区民センター外壁改修その他工事費の支出について（工事前払金）
13,130,000

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 平野住宅管理センター自動扉改修工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
6,156

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 平野住宅管理センター自動扉改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
7,020

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 阿倍野区役所外住民基本台帳システム等改修設備工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
1,262,952

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 阿倍野区役所外戸籍情報システム等改修設備工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
1,392,768

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 西成区民センター外柵改修工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
335,556

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 生野区民センター外壁改修その他工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
1,788,156

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 大阪市立男女共同参画センター中央館（クレオ大阪中央）冷却塔整備その他工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
269,352

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 鶴見区民センター昇降機設備改修工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
258,228

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 天王寺区保健福祉センター間仕切改修その他工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
478,980

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 城東区内照明設備設置電気設備工事(東エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,691,280

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 梅南集会所内部改修その他工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
111,456

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター自動ドア改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
517,968

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター自動ドア改修工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
449,172

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター外壁改修工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
794,880

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 環境科学研究所整備費 委託料　委託料 環境科学研究所自動火災報知機設備改修工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
720,684

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 環境科学研究所整備費 委託料　委託料 環境科学研究所自火報設備改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
547,236

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 平野東保育所各所改修工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
694,224

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 御幸保育所内部改修その他工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
811,296

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 瓜破保育所外壁改修その他工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
406,080

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 阪南保育所各所改修工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
354,348

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 こども相談センター平野分室自動扉改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
22,248

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 毛馬保育所各所改修工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
704,700

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 天王寺区子ども・子育てプラザ外壁改修その他工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
694,440

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 東小橋保育所各所改修工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
528,444

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 東生野保育所各所改修工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
452,952

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 平野区子ども・子育てプラザ外壁改修その他工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
501,984

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 瓜破北幼稚園建具改修工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
273,672

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 こども相談センター平野分室自動扉改修工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
19,440

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 委託料　委託料 もと市立環境学習センター原状復旧その他工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
4,700,808
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都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 委託料　委託料 環境局北港事務所（管理棟・修理棟）外壁改修工事(西エリア）【工事調整】委託費の支出について
329,940

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 環境局住之江工場梁補強工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
375,948

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 中部環境事業センター外壁改修工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
1,292,976

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 環境局八尾工場北側屋上防水改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,449,468

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 環境局舞洲工場耐火被覆改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
753,948

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 委託料　委託料 大阪国際交流センター受変電設備改修工事に係る設計業務（東エリア）【設計】委託費の支出について
781,488

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 六万体町小売市場民営活性化事業施設各所改修工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
575,640

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 委託料　委託料 大阪市立自然史博物館電話交換機設備改修工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
485,028

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 委託料　委託料 市立美術館屋根防水改修その他工事に係る設計業務（東エリア）【設計】委託費の支出について
928,044

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

委託料　委託料 大阪市立長居球技場受変電設備改修工事に係る設計業務（南エリア）【設計】委託費の支出について
510,084

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

委託料　委託料 大阪市立旭屋内プールろ過設備ポンプ改修その他工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
331,020

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

委託料　委託料 大阪市立鶴見緑地プール自動火災報知機設備改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
753,948

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 上之宮出張所電気設備その他改修工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
210,492

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 天王寺動物園鳥の楽園池循環ポンプ改修工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
167,616

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 天王寺動物園は虫類生態館いわな水槽流水ポンプ改修工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
354,024

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 営繕事務用執務室コピー代金の支出について（平成26年10月分）
50,188

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 営繕事務用共用室コピー代金の支出について（平成26年10月分）
18,096

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 西成図書館外柵改修工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
86,940

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（自動火災報知設備改修）（南エリア）【設計】委託費の支出について
403,164

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（学校電気室改修）（東エリア）【設計】委託費の支出について
1,173,312

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（自動火災報知設備改修）（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,253,124

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 鶴見図書館昇降機設備改修工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
72,792

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（自動火災報知設備改修）（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
329,940

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 音楽団事務所耐震改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
235,980

都市整備局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 阪南中学校外柵改修その他工事費の支出について（完成金）
3,004,400

都市整備局 施設整備課 平成26年11月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費（平成２６年１０月分）の支出について
4,634

都市整備局 施設整備課 平成26年11月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用平成２６年度公共建築部施設整備課執務室管理費等の支出について（１２月分）
533,168

都市整備局 施設整備課 平成26年11月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅総務事務用平成２６年度公共建築部施設整備課執務室管理費等の支出について（１２月分）
143,758

都市整備局 施設整備課 平成26年11月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

工事請負費　改修工事費 平野スポーツセンター他１施設外壁改修その他工事費の支出について（工事前払金）
5,090,000

都市整備局 施設整備課 平成26年11月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

工事請負費　改修工事費 長居陸上競技場外壁改修工事費の支出について（工事前払金）
3,540,000

都市整備局 施設整備課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 鶴橋駅自転車駐車場改修工事費の支出について（完成金）
2,054,600

都市整備局 施設整備課 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費（平成２６年１０月分）の支出について
37,429

都市整備局 施設整備課 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 すみれ小学校運動場整備工事費の支出について（完成金）
2,364,120

都市整備局 施設整備課 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 泉尾工業高等学校耐震改修その他工事費の支出について（第２回中間金）
11,670,000

都市整備局 総務課 平成26年11月04日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 平成26年度国土交通大学校建築設備計画（電気）研修受講に係るテキスト代の支出について
29,695

都市整備局 総務課 平成26年11月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 事務事業用平成２６年度都市整備局書籍等の買入（年間購読）費用の支出について（第１回中間出来高払い）
131,237

都市整備局 総務課 平成26年11月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 事務事業用平成２６年度都市整備局書籍等の買入（年間購読）費用の支出について（第１回中間出来高払い）
145,012

都市整備局 総務課 平成26年11月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 事務事業用平成２６年度都市整備局書籍等の買入（年間購読）費用の支出について（第１回中間出来高払い）
210,584

都市整備局 総務課 平成26年11月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 事務事業用平成２６年度都市整備局書籍等の買入（年間購読）費用の支出について（第１回中間出来高払い）
102,479

都市整備局 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　負担金 大阪市住宅供給公社団体共済部　大阪市負担金の支出について（平成２６年度事務費）
1,652,000

都市整備局 総務課 平成26年11月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度南港中継基地用地返還に伴う業務分担金（１回目）の支払いについて
18,935,000

都市整備局 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
3,196

都市整備局 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
387

都市整備局 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
4,233

都市整備局 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
19,680

都市整備局 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
6,400

都市整備局 総務課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
14,800

都市整備局 総務課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,120



平成26年度（平成26年11月）　公金支出情報

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

都市整備局 総務課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
18,484

都市整備局 総務課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
7,000

都市整備局 総務課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
453

都市整備局 総務課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
3,790

都市整備局 総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 地方財務実務提要　追録第５１７号～第５１８号（他２点）の買入にかかる経費の支出について
20,160

都市整備局 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用平成２６年度大阪駅前第１ビル倉庫管理費の支出について（１１月分）
298,750

都市整備局 総務課 平成26年11月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅総務事務用平成２６年度大阪駅前第１ビル倉庫修繕積立金の支出について（１１月分）
151,076

都市整備局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 問答式　公共工事契約の実務　追録第９１号　買入費用の支出について
3,991

都市整備局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用都市整備局事業所間文書逓送業務委託料の支出について（１０月分）
108,701

都市整備局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
150,995

都市整備局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
15,844

都市整備局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
141,971

都市整備局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
48,233

都市整備局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用環境におけるプリンタ（Ａ１）長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
7,776

都市整備局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
30,316

都市整備局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（１０月分）
17,302

都市整備局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（１０月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（１０月分）
17,302

都市整備局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
21,124

都市整備局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
305,814

都市整備局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
38,227

都市整備局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
5,281

都市整備局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度視覚障害対応庁内情報利用パソコン長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
5,778

都市整備局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
96,466

都市整備局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（１０月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
47,874

都市整備局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
5,281

都市整備局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
5,734

都市整備局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
14,857

都市整備局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
10,105

都市整備局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
12,058

都市整備局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（１０月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
9,557

都市整備局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
5,778

都市整備局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（１０月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
7,645

都市整備局 総務課 平成26年11月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
11,556

都市整備局 総務課 平成26年11月27日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
17,202

都市整備局 総務課 平成26年11月27日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
825

都市整備局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（１０月分）
760

都市整備局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 報償費　報償金 都市整備局手話研修にかかる講師謝礼の支出について
46,320

都市整備局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（１０月分）
22,463

都市整備局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用コピー代金の支出について（１０月分）
66,181

都市整備局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 ４２V型液晶テレビ外２点買入費用の支出について
17,820

都市整備局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金１０月分の支払いについて
21,695

都市整備局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 備品購入費　庁用器具費 ４２V型液晶テレビ外２点買入費用の支出について
138,672

都市整備局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　負担金 大阪市住宅供給公社団体共済部　大阪市負担金の支出について（平成２６年１０月分）
1,456,691

都市整備局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金１０月分の支払いについて
405,321
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都市整備局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金１０月分の支払いについて
31,028

都市整備局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（１０月分）
11,656

都市整備局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　陽画焼付代金(印刷製本費等)の支出について(１０月発注分)
71,278

都市整備局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金１０月分の支払いについて
7,239

都市整備局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金１０月分の支払いについて
1,756

都市整備局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（１０月分）
360

都市整備局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金１０月分の支払いについて
30,954

都市整備局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金１０月分の支払いについて
80,422

都市整備局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金１０月分の支払いについて
24,146

都市整備局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　陽画焼付代金(印刷製本費等)の支出について(１０月発注分)
189,098

都市整備局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　陽画焼付代金(印刷製本費等)の支出について(１０月発注分)
42,398

都市整備局 総務課 平成26年11月28日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金１０月分の支払いについて
592

政策企画室 秘書担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 自動車運行管理用　基本外業務委託料の支出について（H26.９月分）
79,894

政策企画室 秘書担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 政策企画室　職場風土醸成研修にかかる経費の支出について
51,840

政策企画室 秘書担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 自動車運行管理用　特別職車運行管理業務委託の支出について（H26.９月分）
1,144,800

政策企画室 秘書担当 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　地方財務実務提要の購入経費の支出について
4,526

政策企画室 秘書担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 一般業務用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
2,544

政策企画室 秘書担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成２６年１０月分）
2,133

政策企画室 秘書担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成２６年１０月分）
2,531

政策企画室 秘書担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 情報化用　平成24年度庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（平成２６年１０月分）
30,335

政策企画室 秘書担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成２６年１０月分）
17,717

政策企画室 秘書担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成２６年１０月分）
68,249

政策企画室 秘書担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（平成２６年１０月分）
32,903

政策企画室 秘書担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（平成２６年１０月分）
27,809

政策企画室 秘書担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成２６年１０月分）
3,796

政策企画室 秘書担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成２６年１０月分）
44,788

政策企画室 秘書担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成２６年１０月分）
29,859

政策企画室 秘書担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成２６年１０月分）
10,123

政策企画室 秘書担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成２６年１０月分）
4,266

政策企画室 秘書担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（平成２６年１０月分）
19,252

政策企画室 秘書担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（平成２６年１０月分）
16,451

政策企画室 秘書担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 市民表彰用　額縁の購入にかかる経費の支出について
61,776

政策企画室 秘書担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 市民表彰用　記章の購入にかかる経費の支出について
150,930

政策企画室 秘書担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　印刷製本費 市民表彰用　名簿ほか１点の作成にかかる経費の支出について
168,685

政策企画室 秘書担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　燃料費 自動車運行管理用　車両運行に係るガソリン代の支出について（H26.９月分）
34,371

政策企画室 秘書担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（１０月分）
512

政策企画室 秘書担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（１０月分）
120

政策企画室 秘書担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（１０月分）
1,763

政策企画室 秘書担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（１０月分）
1,347

政策企画室 秘書担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（１０月分）
1,754

政策企画室 秘書担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（１０月分）
12,090

政策企画室 秘書担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 自動車運行管理用　ETC利用高速道路通行料支出について（H26.９月分）
66,940

政策企画室 秘書担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用普通乗用車一式２台　長期借入（H26.１０月分）の支出について
94,824

政策企画室 秘書担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用普通乗用車一式　借入契約の支出について（Ｈ26.１０月分）
60,264

政策企画室 秘書担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用普通乗用車一式１台　長期借入（H26.１０月分）の支出について
51,408

政策企画室 秘書担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 寄附者待遇事務用　天満切子ロックグラスの購入に係る経費の支出について
205,200

政策企画室 秘書担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 自動車運行管理用　特別職車運行管理業務委託の支出について（H26.１０月分）
1,144,800

政策企画室 政策企画担当 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 企画部事務用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
14,136
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政策企画室 政策企画担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 公共施設等総合管理計画にかかるヒアリングに係る出張旅費の支出について
29,240

政策企画室 政策企画担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 報酬　其他委員等報酬 特別参与（改革評価プロジェクト）の報酬等の支出について（平成26年9月分）
17,460

政策企画室 政策企画担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 旅費　費用弁償 特別参与（改革評価プロジェクト）の報酬等の支出について（平成26年9月分）
15,220

政策企画室 政策企画担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 特別参与（改革評価プロジェクト）の報酬等の支出について（平成26年9月分）
17,460

政策企画室 政策企画担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 特別参与（改革評価プロジェクト）の報酬等の支出について（平成26年9月分）
15,220

政策企画室 政策企画担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 企画部事務用　付箋外１５点の購入経費の支出について
44,344

政策企画室 政策企画担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 企画部事務用　コピー代金及び関連消耗品代の支出について（平成２６年１０月分）
67,209

政策企画室 政策企画担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと納税クレジット立替払い手数料の支出について（平成２６年９月寄附分）
1,848

政策企画室 政策企画担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと納税クレジット立替払い手数料の支出について（平成２６年９月寄附分）
6,084

政策企画室 政策企画担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 ふるさと納税インターネットクレジット納付システム運営利用料の支出について（平成２６年１０月分）
1,080

政策企画室 広報担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 区の広報紙における「市政情報部分」の企画編集業務（平成26年11月号分）に係る経費の支出について
345,600

政策企画室 広報担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年９月分政策企画室広報担当市内出張交通費の支出について（非常勤）
480

政策企画室 広報担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 平成２６年９月分政策企画室広報担当市内出張交通費の支出について
1,360

政策企画室 広報担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　印刷製本費 点字版「区広報紙市政情報」（平成26年11月号分）印刷に係る経費の支出について
248,312

政策企画室 広報担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 インターネット検証用　携帯電話利用料（au10月分）の支出について
2,258

政策企画室 広報担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 平成26年度地下鉄・駅構内設置の広報板へのポスター掲出業務委託にかかる経費の支出について（10月分）
47,421

政策企画室 広報担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 ホームページ運用管理システムスマートフォン向けコンテンツ変換用ネットワークサービス提供業務委託にかかる経費の支出について（10月分）
118,800

政策企画室 広報担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 インターネット事業用　広報事務処理パソコン等機器類長期借入賃借料の支出について（10月分）
12,960

政策企画室 広報担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 インターネット検証用　携帯電話利用料（ソフトバンク10月分）の支出について
7,207

政策企画室 広報担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 政策企画室市民情報部平成26年10月分コピー代金の支出について
46,614

政策企画室 広報担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 インターネット関連経費　業務用パソコン回線使用料（NTT）及びインターネットプロバイダー使用料の支出について（10月分）
8,013

政策企画室 広報担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 外国語版広報関連用　大阪市外国語版ホームページ作成・更新業務にかかる経費の支出について（10月分）
32,184

政策企画室 報道担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　全録システム機器「地上デジタル波対応版　ＳＰＩＤＥＲ　ＰＲＯ」の長期借入にかかる経費の支出について（平成26年10月分）
24,507

政策企画室 報道担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 報道事務用　全録システム機器「地上デジタル波対応版　ＳＰＩＤＥＲ　ＰＲＯ」データ提供等業務の委託にかかる経費の支出について（平成26年10月分）
64,800

政策企画室 報道担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　「日経テレコン21 Knowledge Passport Fast Track」の利用にかかる経費の支出について（10月分）
89,640

政策企画室 報道担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 報道事務用　公用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（平成26年10月分）
8,226

政策企画室 報道担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 報道担当全録システム用　インターネットプロバイダー利用料の支出について（9月分So-net及び10月分NTT回線利用料）
7,149

政策企画室 報道担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　筆耕翻訳料 報道事務用　市長会見等のテキストデータ作成（10月分）にかかる経費の支出について
33,501

政策企画室 報道担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　ＦＡＸ一斉送信サービス（Fax2Mail）利用にかかる経費の支出について（平成26年10月分）
12,584

政策企画室 広聴担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 「市民の声データベース」用機器一式の賃借経費の支出について（10月分）
68,969

政策企画室 広聴担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（平成26年10月分）
5,558

政策企画室 広聴担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（平成26年10月分）
20,848

政策企画室 広聴担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 正面・南玄関案内窓口でのインターネット回線の利用契約にかかる経費の支出について（１０月分）
20,520

政策企画室 広聴担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 大阪市役所受付案内業務委託に係る経費の支出について（１０月分）
371,956

政策企画室 広聴担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 大阪市総合コールセンター構築及び運営業務に係る経費の支出について（１０月分）
13,935,240

政策企画室 広聴担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（平成26年10月分）
25,483

政策企画室 東京事務所 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 東京事務所事務用都内出張等交通旅費（９月分）の支出について
6,182

政策企画室 東京事務所 平成26年11月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（全国都道府県・政令指定都市国土交通省担当者連絡協議会現地研修会・愛知県）にかかる経費の支出について
22,180

政策企画室 東京事務所 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（指定都市東京事務所協議会役員会研修会・岡山市）にかかる経費の支出について
41,240

政策企画室 東京事務所 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（東京事務所運営関係・大阪市）命令について
29,120

政策企画室 東京事務所 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（指定都市東京事務所厚生労働省担当者連絡会現地研修会・熊本市）にかかる経費の支出について
40,998

政策企画室 東京事務所 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 乾式電子複写機による複写（白黒）の単価契約にかかる支出（１０月分）について
28,744

政策企画室 東京事務所 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン機器等（東京事務所）一式長期借入契約の経費（１０月分）の支出について
22,283

政策企画室 東京事務所 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用ネットワーク機器等一式(東京事務所)にかかる経費（１０月分）の支出について
13,586

政策企画室 東京事務所 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 情報化用　平成２４年度庁内情報利用パソコン長期借入経費（１０月分）の支出について
2,878

政策企画室 東京事務所 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度ファクシミリ賃貸借契約の変更にかかる経費（１０月分）の支出について
8,424

政策企画室 東京事務所 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　船車賃借料 東京事務所事務用四輪自動車レンタル経費（１０月分）の支出について
7,236

政策企画室 東京事務所 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度東京事務所公舎用賃料の支出について（１２月分）
884,000
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健康局 総務課 平成26年11月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　建物修繕料 健康局電話配線工事の実施及び同所要経費の支出について
43,578

健康局 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 当該職員証発行事務用　環境衛生監視員の証外17点の印刷経費の支出について
54,812

健康局 総務課 平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　医薬材料費 職員福利厚生事業用　沈降B型肝炎ワクチン外２点の買入経費の支出について
245,106

健康局 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等長期借入（平成25年度契約分）経費の支出について（平成26年10月分）
207,857

健康局 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等長期借入（平成24年度契約分）経費の支出について（平成26年10月分）
285,191

健康局 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 交流会館における水道代の支出について（10月分）
810

健康局 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 もと職員大宮寮にかかる電気代の支出について（10月分）
5,690

健康局 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 職員採用試験に係る試験官交通費の支出について
720

健康局 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（８・９月分）の支出について
17,482

健康局 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　備品修繕料 一般事務用　シュレッダーの修繕経費の支出について
21,384

健康局 総務課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成26年度視覚障害者用パソコン等機器長期借入経費（10月分）の支出について
38,772

健康局 総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成26年度複写電送装置(ファックス機) 長期借入経費の支出について（10月分）
8,100

健康局 総務課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 交流会館におけるガス代の支出について（10月分）
745

健康局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 もと母子センター看護師寮にかかる電気代の支出について（10月分）
8,490

健康局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　一般事務用コピー代金の支出について（１０月分）
178,995

健康局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般事務用トナーカートリッジの購入経費の支出について
51,840

健康局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 交流会館における水道代の支出について（11月分）
1,620

健康局 経理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１０月分）
2,132

健康局 経理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１０月分）
64

健康局 経理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１０月分）
645

健康局 経理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 健康総務事業用後納郵便料金の支出について（10月分）
359,861

健康局 経理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成２６年度　もと西成保健センター機械警備業務委託料の支出について（１０月分）
58,968

健康局 健康施策課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 第73回日本公衆衛生学会総会にかかる会費（抄録代）の支出について
8,000

健康局 健康施策課 平成26年11月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　医薬材料費 エックス線直接撮影用フィルム等（ケアストリーム社製）買入にかかる経費の支出について（第１回分納）
139,536

健康局 健康施策課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　其他委員等旅費 各種保健事業用　市内出張費（近接地含む）旅費の支出について（１０月分）
282

健康局 健康施策課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　其他委員等旅費 各種事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（１０月分）
4,490

健康局 健康施策課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　其他委員等旅費 各種保健事業用　市内出張費（近接地含む）旅費の支出について（１０月分）
540

健康局 健康施策課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 各種一般事務用　ＣＤ－Ｒ外13点買入経費の支出について
42,636

健康局 健康施策課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 第１７回救急医療・医務薬務主管課長会議への出席にかかる経費の支出について
29,580

健康局 健康施策課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 地域保健事業用　メールバッグ外１点の買入経費の支出について
8,121

健康局 健康施策課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　医薬材料費 地域保健事業用　インフェクトロール外１点の買入経費の支出について
15,271

健康局 健康施策課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　医薬材料費 エックス線直接撮影用フィルム等（富士フィルム社製）買入にかかる経費の支出について（第１回目）
464,464

健康局 健康施策課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（9月分）
30,358

健康局 健康施策課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（9月分）
2,400

健康局 健康施策課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（9月分）
3,960

健康局 健康施策課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種検診事業用　エックス線フィルム自動現像機の修理経費の支出について（住之江区）
41,904

健康局 健康施策課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　地域保健関係法令実務便覧追録（107～109号）購入にかかる経費の支出について
6,409

健康局 健康施策課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 地域保健従事者現任教育推進事業　平成26年度プリセプター保健師研修会にかかる報償金の支出について
28,220

健康局 健康施策課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 事務参考用　地域保健関係法令実務便覧追録（107～109号）購入にかかる経費の支出について
800

健康局 健康施策課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成26年度十三休日急病診療所にかかる不動産賃借料の支出について（平成26年10月分）
135,000

健康局 健康づくり課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 健康づくり課市内出張交通費の支出について（平成２６年８月分）
34,311

健康局 健康づくり課 平成26年11月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 第２４回日本乳癌検診学会学術総会参加にかかる出張命令及び同経費の支出について
42,660

健康局 健康づくり課 平成26年11月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 負担金、補助及交付金　会費 第２４回日本乳癌検診学会総会参加にかかる経費の支出について
8,000

健康局 健康づくり課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 平成２６年度関西４政令指定都市栄養主管課長会議にかかる出張交通費の支出について
640

健康局 健康づくり課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年８月分）
1,128,330

健康局 健康づくり課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年８月分）
1,225,439

健康局 健康づくり課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年８月分）
918,756

健康局 健康づくり課 平成26年11月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　子宮頸がん検診個人票（医療機関実施）印刷経費の支出について（増刷）
213,840
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健康局 健康づくり課 平成26年11月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 歯科健康相談事業用大阪歯科保健大会８０２０賞状印刷にかかる経費の支出について
8,964

健康局 健康づくり課 平成26年11月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　損害保険料 平成２６年度公衆衛生医学調査研究に係る保険料の支出について
18,488

健康局 健康づくり課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 乳がん検診事業用　トナーカートリッジ１点買入経費の支出について
21,060

健康局 健康づくり課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 乳がん・骨量検査事業関係業務　委託料（長期継続契約）の支出について（平成２６年１０月分）
524,880

健康局 健康づくり課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 乳がん・骨量検査事業関係業務　委託料（長期継続契約）の支出について（平成２６年１０月分）
889,920

健康局 健康づくり課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用胃がん検診車の配車及び胃部エックス線撮影業務委託料の支出について
291,600

健康局 健康づくり課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 乳がん・骨量検査事業関係業務　委託料（長期継続契約）の支出について（平成２６年１０月分）
4,039,340

健康局 健康づくり課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 扶助費　其他扶助金 がん検診推進事業用　償還払い金の支出について（９月分）
440,000

健康局 健康づくり課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 扶助費　其他扶助金 がん検診推進事業用　償還払い金の支出について（９月分）
25,600

健康局 健康づくり課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 扶助費　其他扶助金 がん検診推進事業用　償還払い金の支出について（９月分）
4,800

健康局 健康づくり課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 がん検診事業用　平成２６年７月分市内出張交通費の支出について
27,016

健康局 健康づくり課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入の経費支出について（平成２６年１０月分）
5,489

健康局 健康づくり課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入の経費支出について（平成２６年１０月分）
12,331

健康局 健康づくり課 平成26年11月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 大阪市歯周疾患検診事業用（歯周疾患検診）委託料の支出について（９月分）
313,568

健康局 健康づくり課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 がん検診事業用　第３４回デジタルマンモグラフィ品質管理講習会参加にかかる経費の支出について
130

健康局 健康づくり課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 負担金、補助及交付金　会費 がん検診事業用　第３４回デジタルマンモグラフィ品質管理講習会参加にかかる経費の支出について
32,400

健康局 健康づくり課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健栄養指導事業用「臨床栄養」外１点買入にかかる経費の支出について（11月分）
2,176

健康局 健康づくり課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診事業用　後納郵便料の支出について（１０月分）
33,599

健康局 健康づくり課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（９月分）
22,826,623

健康局 健康づくり課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（９月分）
10,653,488

健康局 健康づくり課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（９月分）
31,772,433

健康局 健康づくり課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（９月分）
3,896,883

健康局 健康づくり課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（９月分）
520,845

健康局 健康づくり課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（９月分）
10,991,508

健康局 健康づくり課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２６年度乳がん検診（マンモグラフィ）フィルム逓送業務委託経費の支出について（平成２６年１０月分）
146,880

健康局 健康づくり課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（９月分）
8,003,492

健康局 健康づくり課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（９月分）
374,612

健康局 健康づくり課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（９月分）
13,774,410

健康局 健康づくり課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（９月分）
15,778,984

健康局 健康づくり課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 負担金、補助及交付金　会費 第３０回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会にかかる参加費の支出について
12,000

健康局 健康づくり課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生涯歯科保健推進事業企画提案事業者選定会議（第２回）にかかる報償金の支出について
14,335

健康局 健康づくり課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生涯歯科保健推進事業企画提案事業者選定会議（第２回）にかかる報償金の支出について
14,255

健康局 健康づくり課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生涯歯科保健推進事業企画提案事業者選定会議（第２回）にかかる報償金の支出について
13,795

健康局 健康づくり課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 がん検診事業用　平成２６年９月分市内出張交通費の支出について
31,596

健康局 健康づくり課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 がん検診事業用　平成２６年８月分市内出張交通費の支出について
18,634

健康局 健康づくり課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２６年１０月分）
47,146

健康局 健康づくり課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２６年１０月分）
60,351

健康局 健康づくり課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２６年１０月分）
26,414

健康局 健康づくり課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２６年１０月分）
1,970

健康局 健康づくり課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２６年１０月分）
3,784

健康局 健康づくり課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２６年１０月分）
37,384

健康局 健康づくり課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２６年１０月分）
2,335

健康局 健康づくり課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２６年１０月分）
2,255

健康局 健康づくり課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２６年１０月分）
7,899

健康局 健康づくり課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２６年１０月分）
17,622

健康局 健康づくり課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２６年１０月分）
80,819

健康局 生活衛生課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年９月分）
64,422

健康局 生活衛生課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年９月分）
30,682
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健康局 生活衛生課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　コピー代金の支出について（平成２６年９月分）
8,289

健康局 生活衛生課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 薬事事務事業用　無承認無許可医薬品試買検査にかかる検体購入経費の支出について
14,863

健康局 生活衛生課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 ヘルメット外２点　買入経費の支出について
20,476

健康局 生活衛生課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 簡易専用水道規制指導事業用　「簡易専用水道の衛生管理についてリーフレット」外３点にかかる印刷経費の支出について
6,782

健康局 生活衛生課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用　動物愛護相談室にかかるコピー代金の支出について（平成２６年９月分）
33,400

健康局 生活衛生課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　コピー代金の支出について（平成２６年９月分）
10,005

健康局 生活衛生課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　コピー代金の支出について（平成２６年９月分）
16,822

健康局 生活衛生課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年９月分）
6,643

健康局 生活衛生課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年９月分）
5,952

健康局 生活衛生課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年９月分）
5,798

健康局 生活衛生課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 簡易専用水道規制指導事業用　「簡易専用水道の衛生管理についてリーフレット」外３点にかかる印刷経費の支出について
81,280

健康局 生活衛生課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 簡易専用水道規制指導事業用　「簡易専用水道の衛生管理についてリーフレット」外３点にかかる印刷経費の支出について
47,650

健康局 生活衛生課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 簡易専用水道規制指導事業用　「簡易専用水道の衛生管理についてリーフレット」外３点にかかる印刷経費の支出について
75,600

健康局 生活衛生課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 薬事事務事業用　無承認無許可医薬品試買検査にかかる検体購入経費の支出について
600

健康局 生活衛生課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 薬事事務事業用　無承認無許可医薬品試買検査にかかる検体購入経費の支出について
574

健康局 生活衛生課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 「なにわ800さ886」１２か月点検継続検査にかかる印紙代手数料、自賠責保険料及び自動車重量税の支出について
1,100

健康局 生活衛生課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　損害保険料 「なにわ800さ886」１２か月点検継続検査にかかる印紙代手数料、自賠責保険料及び自動車重量税の支出について
19,910

健康局 生活衛生課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 小規模給水施設啓発指導事業用　平成２６年度飲料水衛生管理講習会にかかる経費の支出について（平成２６年１１月５日　西成区民センター）
29,800

健康局 生活衛生課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 公課費　公課費 「なにわ800さ886」１２か月点検継続検査にかかる印紙代手数料、自賠責保険料及び自動車重量税の支出について
21,600

健康局 生活衛生課 平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年９月　南東部生活衛生監視事務所外２件分）
7,134

健康局 生活衛生課 平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 平成２６年度（第２４回）全国動物管理関係事業所協議会全国会議出席にかかる旅費の支出について（平成２６年１１月６日･７日開催）
39,460

健康局 生活衛生課 平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 と畜検査事業用　全国食肉衛生検査所協議会病理部会第６９回病理研修会の出席にかかる経費の支出について
37,400

健康局 生活衛生課 平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　第４４回全国市場食品衛生検査所協議会全国大会の出席及び同経費の支出について
38,480

健康局 生活衛生課 平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 第１７回救急医療・医務薬務主管課長会議出席にかかる旅費の支出について（平成２６年１１月６日開催）
29,620

健康局 生活衛生課 平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用　全国食肉衛生検査所協議会病理部会第６９回病理研修会にかかる資料代の支出について
2,000

健康局 生活衛生課 平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 薬務事務事業用　第１７回救急医療・医務薬務主管課長会議にかかる資料代の支出について
1,000

健康局 生活衛生課 平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 狂犬病予防事業用　平成２６年度（第２４回）全国動物管理関係事業所協議会全国会議にかかる資料代の支出について
2,000

健康局 生活衛生課 平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年９月　南東部生活衛生監視事務所外２件分）
9,027

健康局 生活衛生課 平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 「なにわ100さ6335」の法定１２か月点検（継続検査）にかかる経費の支出について
17,280

健康局 生活衛生課 平成26年11月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 平成２６年度動物由来感染症対策（狂犬病予防を含む。）技術研修会出席にかかる旅費の支出について（平成２６年１１月７日開催）
29,240

健康局 生活衛生課 平成26年11月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（９月分）
11,395

健康局 生活衛生課 平成26年11月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（９月分）
6,141

健康局 生活衛生課 平成26年11月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（９月分）
59,683

健康局 生活衛生課 平成26年11月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（９月分）
7,739

健康局 生活衛生課 平成26年11月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 所有者不明ねこの避妊・去勢手術の実施事業にかかる委託料の支出について（平成２６年度第２四半期分　契約番号２６０００５３－７）
116,000

健康局 生活衛生課 平成26年11月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 所有者不明ねこの避妊・去勢手術の実施事業にかかる委託料の支出について（平成２６年度第２四半期分　契約番号２６０００５３－２）
18,000

健康局 生活衛生課 平成26年11月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 食鳥検査実地研修にかかる宿泊施設の借上にかかる経費の支出について（９月分）
5,650

健康局 生活衛生課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年８月分）
57,210

健康局 生活衛生課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年８月分）
1,620

健康局 生活衛生課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 簡易専用水道規制指導事業用　平成２６年度飲料水衛生管理講習会にかかる経費の支出について（平成２６年１１月１０日　北区民センター実施分）
31,400

健康局 生活衛生課 平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 狂犬病予防等事業用「なにわ800さ2225」の法定１２か月点検にかかる追加整備にかかる経費の支出について
24,915

健康局 生活衛生課 平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
1,843,344

健康局 生活衛生課 平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
340,200

健康局 生活衛生課 平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
83,700

健康局 生活衛生課 平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
144,720

健康局 生活衛生課 平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
497,340

健康局 生活衛生課 平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
108,000

健康局 生活衛生課 平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
367,200
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健康局 生活衛生課 平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
2,500,000

健康局 生活衛生課 平成26年11月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 平成26年度近畿ブロック浄化槽行政担当者会議への出席の変更及び同経費の支出について（平成２６年１０月２９日開催）
2,280

健康局 生活衛生課 平成26年11月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用獣医衛生・動物愛護管理業務必携追録の買入経費の支出について
29,937

健康局 生活衛生課 平成26年11月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 追録　水道六法（２６８号―２６９号）買入経費の支出について
17,400

健康局 生活衛生課 平成26年11月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用日本農林規格品質表示基準・食品編追録の買入経費の支出について
7,473

健康局 生活衛生課 平成26年11月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 追録　ビル衛生管理関係実務便覧（１４２－１４４号）買入経費の支出について（生活衛生課分）
5,715

健康局 生活衛生課 平成26年11月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用冷凍庫用部品の買入経費の支出について
4,320

健康局 生活衛生課 平成26年11月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 追録　ビル衛生管理関係実務便覧（１４２号～１４４号））買入経費の支出について（環境衛生監視課分）
5,715

健康局 生活衛生課 平成26年11月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　動物管理センター脱臭装置活性炭入替業務委託料の支出について
527,580

健康局 生活衛生課 平成26年11月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
499,500

健康局 生活衛生課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 報償費　報償金 医薬品等の適正な使用に関する普及啓発事業用講師報償金の支出について（平成２６年１０月２９日実施分）
8,600

健康局 生活衛生課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 報償費　報償金 食品衛生事業用　食品安全モニター交通費の支出について（第４回分）
4,140

健康局 生活衛生課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　特別旅費 環境衛生営業指導事業　平成２６年度国立保健医療科学院短期研修「環境衛生監視指導研修」の受講及び同経費の支出について（平成26年11月17日～21日）
39,880

健康局 生活衛生課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　デジタルカメラ購入にかかる経費の支出について
27,000

健康局 生活衛生課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　備品修繕料 乳肉衛生事業用オートクレーブの修理費用の支出について
183,427

健康局 生活衛生課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 動物愛護管理事業用切手の買入経費の支出について（２６年度２回目）
12,300

健康局 生活衛生課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 小規模給水施設啓発指導事業用　平成２６年度飲料水衛生管理講習会の実施にかかる経費の支出について（平成２６年１１月１８日浪速区民センター実施分）
27,900

健康局 生活衛生課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 と畜検査事業用　全国食肉衛生検査所協議会微生物部会　第３４回総会・研修会の出席及び同経費の支出について
37,760

健康局 生活衛生課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用ＶＰ－Ａ液外３３点の買入経費の支出について
124,848

健康局 生活衛生課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用ＶＰ－Ａ液外３３点の買入経費の支出について
125,928

健康局 生活衛生課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用ＶＰ－Ａ液外３３点の買入経費の支出について
174,711

健康局 生活衛生課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用ＶＰ－Ａ液外３３点の買入経費の支出について
35,316

健康局 生活衛生課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 薬務事務事業用　薬務台帳管理システム用機器長期借入にかかる使用料の支出について（平成２６年１０月分）
13,738

健康局 生活衛生課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
1,162,620

健康局 生活衛生課 平成26年11月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 「畜産の研究」（平成２６年４月号～１２月号）買入経費の支出について（１１月分）
1,877

健康局 生活衛生課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 監視事務所監視運営用　複写電送装置５台の長期借入（長期継続契約）経費の支出について（１０月分）
30,888

健康局 生活衛生課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　動物管理センター庁舎清掃業務委託料の支出について（平成２６年１０月分）
54,900

健康局 生活衛生課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　動物管理センター機械警備業務委託料の支出について（平成２６年１０月分）
7,668

健康局 生活衛生課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について（１０月分）
11,130

健康局 生活衛生課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 小規模事業用小規模受水槽業務システム機器の借入経費の支出について（１０月分）
42,768

健康局 生活衛生課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 食品衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について（１０月分）
5,712

健康局 生活衛生課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について（１０月分）
5,565

健康局 生活衛生課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について（１０月分）
5,565

健康局 生活衛生課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 報償費　報償金 第２６回大阪市動物愛護推進会議の開催に係る委員報酬の支出について
69,115

健康局 生活衛生課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用乾電池外９点の買入等経費の支出について
29,349

健康局 生活衛生課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用乾電池外９点の買入等経費の支出について
29,268

健康局 生活衛生課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用乾電池外９点の買入等経費の支出について
648

健康局 生活衛生課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用ごみ袋外１３点の買入経費の支出について
3,952

健康局 生活衛生課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用乾電池外９点の買入等経費の支出について
19,440

健康局 生活衛生課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用ごみ袋外１３点の買入経費の支出について
7,376

健康局 生活衛生課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用ごみ袋外１３点の買入経費の支出について
32,517

健康局 生活衛生課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 有害家庭用品事業用「Q&A　容器包装規制・基準の手引　追録」買入経費の支出について
6,738

健康局 生活衛生課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 動物愛護管理事業用「なにわ100さ6335」の法定１２か月点検にかかる追加整備の経費の支出について
151,556

健康局 生活衛生課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　飼料費 動物愛護管理事業用犬用栄養補完食の買入経費の支出について
19,980

健康局 生活衛生課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用乾電池外９点の買入等経費の支出について
4,968

健康局 生活衛生課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 そ族昆虫防除事業用　平成２６年度公共発生源への薬剤散布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成２６年１０月分）
105,462

健康局 生活衛生課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２６年度　乳肉衛生事業用　中央卸売市場食品衛生検査所清掃業務の実施にかかる経費の支出について（１０月分）
9,990

健康局 生活衛生課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　収去検査にかかる宿泊施設の借上の実施にかかる経費の支出について（１０月分）
6,264
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健康局 生活衛生課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 特定建築物等規制指導事業用　空気環境測定器の長期借入にかかる支出について（平成２６年１０月分）
23,100

健康局 生活衛生課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
2,500,000

健康局 生活衛生課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
50,382

健康局 生活衛生課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等携帯電話使用料の支出について（10月分）
59,784

健康局 生活衛生課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
3,480

健康局 生活衛生課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
4,100

健康局 生活衛生課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
9,314

健康局 生活衛生課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
8,864

健康局 生活衛生課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
14,120

健康局 生活衛生課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
1,120

健康局 生活衛生課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　紙ワイパー外３点の買入に係る経費の支出について（１０月発注分）
57,790

健康局 生活衛生課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　チューブ冷却ボックスの買入経費の支出について（１０月発注分）
32,659

健康局 生活衛生課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 営業指導事業用　　バリデーター買入に係る経費の支出について（10月分）
17,982

健康局 生活衛生課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等携帯電話使用料の支出について（10月分）
29,790

健康局 生活衛生課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
828,900

健康局 生活衛生課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　分担金 乳肉衛生事業用　中央卸売市場業務管理棟にかかる共益費の支出について（１１月分）
599,903

健康局 生活衛生課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用気管チューブ外6点の買入経費の支出について
28,425

健康局 生活衛生課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用　動物愛護相談室にかかるコピー代金の支出について（平成２６年１０月分）
26,720

健康局 生活衛生課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　犬・ねこ・その他動物屍体の収集・運搬、処理業務委託料の支出について（平成２６年１０月分）
133,844

健康局 生活衛生課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　安息香酸外２点の買入経費の支出について（１０月発注分）
2,116

健康局 生活衛生課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（動物管理センター１０月分）の支出について
4,445

健康局 生活衛生課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（食肉衛生検査所１０月分）の支出について
6,537

健康局 生活衛生課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 「なにわ88す6179」１２か月点検継続検査にかかる印紙代手数料、自賠責保険料及び自動車重量税の支出について
1,100

健康局 生活衛生課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　損害保険料 「なにわ88す6179」１２か月点検継続検査にかかる印紙代手数料、自賠責保険料及び自動車重量税の支出について
19,910

健康局 生活衛生課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 狂犬病予防事業用等　ETC利用高速道路通行料の支出について（９月分）
47,330

健康局 生活衛生課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　食鳥検査にかかる宿泊施設借上の実施にかかる経費の支出について（１０月分）
119,841

健康局 生活衛生課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（動物管理センター１０月分）の支出について
1,900

健康局 生活衛生課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 狂犬病予防事業用等　ETC利用高速道路通行料の支出について（９月分）
1,230

健康局 生活衛生課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 食鳥検査実地研修にかかる宿泊施設の借上にかかる経費の支出について（１０月分）
5,650

健康局 生活衛生課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 公課費　公課費 「なにわ88す6179」１２か月点検継続検査にかかる印紙代手数料、自賠責保険料及び自動車重量税の支出について
21,600

健康局 生活衛生課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
61,442

健康局 生活衛生課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用ＥＣ培地外１３点の買入経費の支出について
16,308

健康局 生活衛生課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２６年度「設備と管理」外３点　買入にかかる経費の支出について（１１月分）
3,693

健康局 生活衛生課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用変法ＦＭ寒天培地外４点の買入経費の支出について
7,279

健康局 生活衛生課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２６年度「設備と管理」外３点　買入にかかる経費の支出について（１１月分）
1,461

健康局 生活衛生課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用シリンジ外６点の買入経費の支出について
6,156

健康局 生活衛生課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用変法ＦＭ寒天培地外４点の買入経費の支出について
20,891

健康局 生活衛生課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用マイクロピペット用チップ外１９点の買入経費の支出について
6,156

健康局 生活衛生課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用ＥＣ培地外１３点の買入経費の支出について
4,212

健康局 生活衛生課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 営業指導事業用　　粉体試薬買入に係る経費の支出について（10月分）
2,505

健康局 生活衛生課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用シリンジ外６点の買入経費の支出について
71,215

健康局 生活衛生課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 営業指導事業用　　超高濃度全塩素用粉体試薬買入に係る経費の支出について（10月分）
3,045

健康局 生活衛生課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用ＥＣ培地外１３点の買入経費の支出について
63,655

健康局 生活衛生課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用マイクロピペット用チップ外１９点の買入経費の支出について
211,032

健康局 生活衛生課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２６年度「設備と管理」外３点　買入にかかる経費の支出について（１１月分）
1,393

健康局 生活衛生課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用マイクロピペット用チップ外１９点の買入経費の支出について
21,924

健康局 生活衛生課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用固相抽出カートリッジ（ＰＳＡ）の買入経費の支出について
118,800

健康局 生活衛生課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用ＥＣ培地外１３点の買入経費の支出について
85,968
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健康局 生活衛生課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 と畜検査事業用　食肉衛生検査所庁舎清掃業務委託の実施にかかる経費の支出について（１０月分）
71,550

健康局 生活衛生課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 と畜検査事業用　平成２６年度感染性廃棄物処分の実施にかかる経費の支出について（１０月分）
6,156

健康局 こころの健康センター 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 第７３回日本公衆衛生学会総会への出席及び同経費の支出について（旅費）
50,160

健康局 こころの健康センター 平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 総合福祉システム（福祉五法）出力帳票等封入封緘業務（概算契約）委託経費の支出について（１０月分）
205,301

健康局 こころの健康センター 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業用　平成２６年度精神保健福祉関係職員現任研修にかかる講師謝礼金の支出について
22,180

健康局 こころの健康センター 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　コピー代金及び関連消耗品代の支出について（９月分）
37,683

健康局 こころの健康センター 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用　庁内情報ネットワークにかかる回線使用料等の支出について（９月分）
6,998

健康局 こころの健康センター 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療事業用　精神保健指定医の診察に係る報酬及び旅費の支出について（８月分）
191,330

健康局 こころの健康センター 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業用　平成２６年度精神保健福祉関係職員現任研修にかかる講師謝礼金の支出について（１０月２４日分）
18,600

健康局 こころの健康センター 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療事業用　精神保健指定医の診察に係る報酬及び旅費の支出について（８月分）
6,300

健康局 こころの健康センター 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　其他委員等旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（８月分）
320

健康局 こころの健康センター 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　其他委員等旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（８月分）
420

健康局 こころの健康センター 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（８月分）
820

健康局 こころの健康センター 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（８月分）
25,340

健康局 こころの健康センター 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（８月分）
1,560

健康局 こころの健康センター 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（８月分）
3,960

健康局 こころの健康センター 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（８月分）
5,450

健康局 こころの健康センター 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（８月分）
1,240

健康局 こころの健康センター 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（８月分）
2,110

健康局 こころの健康センター 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神医療事業用　精神保健搬送車運行等業務委託経費の支出について（９月分）
345,600

健康局 こころの健康センター 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（９月提供分）
388,066

健康局 こころの健康センター 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 措置入院事業用（１０月審査分・国保）入院費の支出について
648,456

健康局 こころの健康センター 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保（後期高齢）・１１月審査分（概算））
1,995,380

健康局 こころの健康センター 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保・１１月審査分（概算））
106,440,906

健康局 こころの健康センター 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 大阪市自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査委員会委員報酬等（10月分）の支出について
160,050

健康局 こころの健康センター 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 大阪市自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査委員会委員報酬等（10月分）の支出について
6,120

健康局 こころの健康センター 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（９月審査分・社保）レセプト電子データ提供委託料の支出について
614

健康局 こころの健康センター 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（１０月審査分・社保）支払事務委託料の支出について
3,674,637

健康局 こころの健康センター 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（１０月審査分・介護）支払事務委託料の支出について
3,230

健康局 こころの健康センター 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（１０月審査分・社保）支払事務委託料の支出について
2,050

健康局 こころの健康センター 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（１０月審査分・後期高齢）支払事務委託料の支出について
72,814

健康局 こころの健康センター 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（１０月審査分・国保）支払事務委託料の支出について
2,632,574

健康局 こころの健康センター 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（１０月審査分・国保）支払事務委託料の支出について
882

健康局 こころの健康センター 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（９月審査分・社保）レセプト電子データ提供委託料の支出について
130,090

健康局 こころの健康センター 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（社保・１１月審査分（概算））
691,708,000

健康局 こころの健康センター 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 精神障がい者措置入院費の支出について（社保・１１月審査分（概算））
11,164,000

健康局 こころの健康センター 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療（精神通院）（１０月審査分・介護）医療費の支出について
166,474

健康局 こころの健康センター 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業用　平成２６年度　第２～３回こころの健康講座にかかる講師謝礼金の支出について
28,280

健康局 こころの健康センター 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　乾電池外４点の買入代金の支出について
25,747

健康局 こころの健康センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 精神保健事業用　都島センタービル（共用部分）にかかるガス及び電話料金の支出について（第２四半期分）
150

健康局 こころの健康センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 精神保健事業用　こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（９月分）
25,178

健康局 こころの健康センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 精神保健事業用　こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（９月分）
240,351

健康局 こころの健康センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（１０月分）
10,048

健康局 こころの健康センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（１０月分）
15,495

健康局 こころの健康センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用　都島センタービル（共用部分）にかかるガス及び電話料金の支出について（第２四半期分）
783

健康局 こころの健康センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（１０月分）
22,828

健康局 こころの健康センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（１０月分）
245,730

健康局 こころの健康センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（１０月分）
332
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健康局 こころの健康センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（１０月分）
29,760

健康局 こころの健康センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（１０月分）
574

健康局 こころの健康センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神保健事業用　大阪市都島センタービル清掃業務委託経費の支出について（１０月分）
41,407

健康局 こころの健康センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神保健事業用　大阪市都島センタービルの建物・設備の管理及び保守並びに保安・警備に関する業務委託経費の支出について（１０月分）
207,444

健康局 こころの健康センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院医療）受給者別一覧表電子媒体提供料の支出について（国保・１０月審査分）
3,000

健康局 保健所管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　除草剤外８点の買入経費の支出について
19,122

健康局 保健所管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 地域保健職員研修用　第73回日本公衆衛生学会総会への出張及び同経費の支出について
42,560

健康局 保健所管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 地域保健職員研修用　第73回日本公衆衛生学会総会への出張及び同経費の支出について
42,160

健康局 保健所管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 地域保健職員研修用　第73回日本公衆衛生学会総会への出張及び同経費の支出について
50,160

健康局 保健所管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　損害保険料 平成２６年国民健康・栄養調査（身体状況調査）に係る保険料の支出について
10,923

健康局 保健所管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 地域保健職員研修用　第73回日本公衆衛生学会総会参加費の支出について
24,000

健康局 保健所管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 平成２６年度ぜん息児水泳教室事業用医師報償金の支出について(９月分)
99,560

健康局 保健所管理課 平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 施設管理用船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所9月分）
2,676

健康局 保健所管理課 平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 施設管理用船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所9月分）
59,837

健康局 保健所管理課 平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 施設管理用船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所9月分）
2,985

健康局 保健所管理課 平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　分担金 施設管理用船場センタービル修繕積立金の支出について（保健衛生検査所　11月分）
62,081

健康局 保健所管理課 平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　分担金 施設管理用船場センタービル管理費の支出について（保健衛生検査所　11月分）
531,832

健康局 保健所管理課 平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年９月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪府済生会中津病院分）
38,739

健康局 保健所管理課 平成26年11月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 平成26年度公害補償地域（大気系）連絡協議会総会の出席にかかる管外出張旅費の支出について（富士市）
23,720

健康局 保健所管理課 平成26年11月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年度健康回復キャンプ及びぜん息児水泳教室事業用診断書等文書作成料の支出について
436,320

健康局 保健所管理課 平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　放射線技術検査所市内出張交通費の支出について（９月分）
113,163

健康局 保健所管理課 平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年9月分）
1,632

健康局 保健所管理課 平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年9月分）
324

健康局 保健所管理課 平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年9月分）
864

健康局 保健所管理課 平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年9月分）
600

健康局 保健所管理課 平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年9月分）
480

健康局 保健所管理課 平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年9月分）
360

健康局 保健所管理課 平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 母子保健公費負担システムバックアップ用USB買入にかかる経費の支出について
1,524

健康局 保健所管理課 平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年9月分）
1,080

健康局 保健所管理課 平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年9月分）
3,474

健康局 保健所管理課 平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年9月分）
486

健康局 保健所管理課 平成26年11月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成２６年１０月分アトピー相談医師報償金の支出について
49,780

健康局 保健所管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 難病患者療養相談会の実施にかかる従事医師報償金の支出について（神経筋・膠原病）
174,230

健康局 保健所管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　損害保険料 平成２６年度ぜん息教室（第３回）に係る保険料の支出について
6,050

健康局 保健所管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度ぜん息教室（第３回）実施に係る会場使用料の支出について
42,610

健康局 保健所管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償用療養手当の支出について　１０月支払分（再支出分）
24,600

健康局 保健所管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償費の支出について　（１０月支払分・追加）
232,050

健康局 保健所管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用障害補償費の支出について　１１月分
2,274,110

健康局 保健所管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 平成26年度　公害療養相談会（後期）の実施に係る従事者報償金の支出について（10月21日分）
7,060

健康局 保健所管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾患対策事業用医療費の支出について（平成26年10月診療分　国保連）（11月審査分　概算払い）
11,896,449

健康局 保健所管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（国保　平成26年11月分）（9月診療分確定払い）
2,312,853

健康局 保健所管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（国保　平成26年11月分）（9月診療分　確定払い）
479,158

健康局 保健所管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 大阪市診療報酬明細書及び大阪市小児ぜん息等医療費助成制度における診療報酬明細書事務点検等委託料の支出について（７～９月分）
31,873

健康局 保健所管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 大阪市診療報酬明細書及び大阪市小児ぜん息等医療費助成制度における診療報酬明細書事務点検等委託料の支出について（７～９月分）
1,062,973

健康局 保健所管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について（平成26年11月支払国保分）
113,956

健康局 保健所管理課 平成26年11月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 地域保健職員研修用　第76回日本臨床外科学会総会への出張及び同経費の支出について
46,780

健康局 保健所管理課 平成26年11月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 地域保健職員研修用　第76回日本臨床外科学会総会参加費の支出について
15,000

健康局 保健所管理課 平成26年11月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年１０月分健康診査事業に係るパソコン借入経費の支出について
6,804



平成26年度（平成26年11月）　公金支出情報

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

健康局 保健所管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾患対策事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成26年10月審査分　社保基金）
118,734

健康局 保健所管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（国保　平成26年10月審査分）
2,058

健康局 保健所管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 こども難病医療費助成事業に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成26年10月作成分）
30

健康局 保健所管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成26年8月診療・平成26年10月作成分）
1,030

健康局 保健所管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療事業用医療費支払審査委託料の支出について（国保　平成26年10月審査分）
3,038

健康局 保健所管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成26年9月診療分　社保基金）
9,272

健康局 保健所管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾患対策事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成26年10月審査分　国保連）
65,562

健康局 保健所管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成26年9月診療分　社保基金）
7,807

健康局 保健所管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成26年8月診療・平成26年10月作成分）
96

健康局 保健所管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 こども難病医療費助成事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成26年10月審査分　社保基金）
294

健康局 保健所管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾患用公費負担医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成26年10月作成分）
6,378

健康局 保健所管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（平成26年11月分 社保基金）（10月診療分 概算払い）
16,878,716

健康局 保健所管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（平成26年11月分 社保基金）（10月診療分 概算払い）
10,000

健康局 保健所管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（平成26年10月分　社保基金）（追給分）
305,284

健康局 保健所管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 こども難病医療費助成事業用医療費の支出について（平成26年9月診療分　社保基金）（10月審査分　確定払い）
4,011

健康局 保健所管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾患対策事業用医療費の支出について（平成26年10月診療分　社保基金）（11月審査分　概算払い）
32,534,000

健康局 保健所管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費の審査支払事務委託料の支出について（平成26年10月国保審査分）
5,632

健康局 保健所管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費の審査支払事務委託料の支出について（平成26年10月社保基金審査分）
51,175

健康局 保健所管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成26年10月社保基金提供分）
2,412

健康局 保健所管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について（平成26年11月支払社保基金分）
1,453,799

健康局 保健所管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健栄養指導事業用（給食施設数及び管理栄養士・栄養士・調理師数調査）ハガキの購入経費の支出について
15,236

健康局 保健所管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 難病患者療養相談会の実施にかかる理学療法士報償金の支出について（9月30日・10月4日・10月16日開催分）
30,500

健康局 保健所管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金（大阪市公害健康被害補償事業用10月分）の支出について
742

健康局 保健所管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（大阪市公害健康被害補償事業用10月分）の支出について
8,200

健康局 保健所管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　手数料 小口支払基金繰戻金（管理課保健事業グループ）１０月分の支出について
2,268

健康局 保健所管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年１０月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪医療センター分）
11,890

健康局 保健所管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年１０月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪市立住吉市民病院分）
13,424

健康局 保健所管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般業務用　ファクシミリ借入経費の支出について（管理課外４件分）（10月分）
6,510

健康局 保健所管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　医師市内出張交通費の支出について（１０月分）
57,961

健康局 保健所管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健衛生検査所市内出張交通費の支出について（１０月分）
58,444

健康局 保健所管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（管理）市内出張交通費の支出について（１０月分）
11,296

健康局 保健所管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般業務用　ファクシミリ借入経費の支出について（管理課外４件分）（10月分）
26,040

健康局 保健所管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用診療報酬の支出について（１０月再支出分）
35,475

健康局 保健所管理課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 先天性代謝異常等検査業務にかかる委託料の支出について（平成26年10月分）
2,670,315

健康局 保健所管理課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年１０月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪府済生会中津病院分）
53,697

健康局 保健所管理課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年１０月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪赤十字病院分）
26,848

健康局 保健所管理課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年９月分健康診査用ＥＴＣ利用の高速道路通行料の支出について
4,490

健康局 保健所管理課 平成26年11月26日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年１２月分　庁舎管理用　１１０１－２号室にかかる不動産賃借料の支出について
321,358

健康局 保健所管理課 平成26年11月26日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年１２月分　庁舎管理用　不動産賃借料（１１０１－２号室を除く）の支出について
4,557,013

健康局 保健所管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 公害健康被害補償事業用公害文書料・医学的検査料の支出について（８・９月分）口座振替不能分
5,130

健康局 保健所管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償一時金の支出について　（１１月分）
35,312,788

健康局 保健所管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用葬祭料の支出について　（１１月分）
3,796,300

健康局 保健所管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用未支給の補償給付の支出について　（１１月支払分）
391,760

健康局 保健所管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用障害補償費の支出について　１１月支払分（再支出分）
203,400

健康局 保健所管理課 平成26年11月27日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用　保健所管理費及び修繕積立金の支出について（１２月分）
1,485,364

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 保健所庁舎管理用電気料金（10月分）の支出について
175,357

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 保健所庁舎管理用電気料金（10月分）の支出について
112,200

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域リーダー養成（健康講座保健栄養コース）用講師報償金(１０月分)の支出について
630,800
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健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 外食栄養管理推進事業用市内出張交通費（事後指導）（平成２６年１０月分）の支出について
760

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
184

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
982

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
1,906

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２６年度食生活習慣改善指導業務委託（概算契約）に係る委託料の支出について（１０月分）
768,463

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 難病患者療養相談会の実施にかかる視覚訓練用具等指導訓練者報償金の支出について（10月30日分）
9,510

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 平成２６年国民健康・栄養調査用歩数計購入経費の支出について
139,320

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
215,527

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
5,266

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
54,660

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
332

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
1,086

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
12,163

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
9,801

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
164

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾患用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写磁気媒体の作成業務委託料の支出について（平成26年11月作成分）
3,000

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写磁気媒体の作成業務委託料の支出について（平成26年11月作成分）
3,000

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾患用医療費の支出について（平成26年9月9日請求分）
13,810

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 公害健康被害補償事業用公害診療報酬審査会議委員報酬の支出について（１０月分）
170,235

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 平成２６年度親と子の健康回復教室に係る講師料の支出について
18,580

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 平成26年度　公害療養相談会（後期）の実施に係る従事者報償金の支出について（10月31日分）
24,890

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 公害健康被害補償事業用公害診療報酬審査会議委員報酬の支出について（１０月分）
5,320

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 公害健康被害補償事業用帳票の作成にかかる経費の支出について
274,104

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
10,174

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（10月分）
246,485

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（10月分）
9,034

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
4,206

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
1,207

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（10月分）
5,760

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（10月分）
9,194

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１０月分）
608

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の着払後納郵便料金の支出について（10月分）
4,190

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年度健康回復キャンプ及びぜん息児水泳教室事業用診断書等文書作成料の支出について（口座不能分）
17,280

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用診療報酬の支出について（１１月支払決定分）その１
253,939,901

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用療養手当の支出について　１１月支払分（その１）
82,929,000

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について（平成26年11月分）
9,620

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用療養手当の支出について　１１月支払分（その２）
90,400

健康局 保健所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用診療報酬の支出について（１１月支払決定分）その２
11,789,757

健康局 保健医療対策課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 第７３回日本公衆衛生学会総会への出張及び同経費の支出について
50,160

健康局 保健医療対策課 平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健衛生情報調査研究事業用平成26年9月分市内出張交通費の支出について
1,280

健康局 保健医療対策課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 厚生統計調査用市内出張交通費の支出について（平成２６年７～９月分）
8,490

健康局 保健医療対策課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療法人設立認可等事業用市内出張旅費の支出について（平成２６年９月分）
648

健康局 保健医療対策課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健衛生システム用市内出張交通費(9、10月分)の支出について
840

健康局 保健医療対策課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用端末機器等長期借入所要経費の支出について(10月分)
346,915

健康局 保健医療対策課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用サーバー機器等長期借入経費の支出について(10月分)
566,700

健康局 保健医療対策課 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用サーバー機器等長期借入経費の支出について(10月分)
100,006

健康局 保健医療対策課 平成26年11月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用端末機器等長期借入所要経費の支出について(10月分)
61,220

健康局 保健医療対策課 平成26年11月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健衛生情報調査研究事業用平成26年10月分市内出張交通費の支出について
912
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健康局 保健医療対策課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 医療指導事業用「医科点数表の解釈」外１点購入経費の支出について
9,540

健康局 保健医療対策課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 病院医院のための医療法Ｑ＆Ａ（追録５１～５２号）の購入にかかる経費の支出について
8,035

健康局 保健医療対策課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年受療行動調査　非常勤嘱託職員の報酬の支出について
639,200

健康局 保健医療対策課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２６年受療行動調査　非常勤嘱託職員に係る交通費の支出について
87,600

健康局 保健医療対策課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療指導事業用市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
65,075

健康局 保健医療対策課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　特別旅費 平成26年度国立保健医療科学院【短期研修】地域保健支援のための保健情報処理技術研修への職員派遣にかかる旅費の支出について
54,860

健康局 保健医療対策課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可等業務・保健衛生情報調査研究事業（公衆衛生医学調査研究）用後納郵便料の支出について（１０月分）
648

健康局 保健医療対策課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可等業務・保健衛生情報調査研究事業（公衆衛生医学調査研究）用後納郵便料の支出について（１０月分）
7,062

健康局 保健医療対策課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療施設静態調査用料金後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
603,082

健康局 保健医療対策課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健衛生情報調査研究事業用後納郵便料金の支出について（１０月分）
72,071

健康局 保健医療対策課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療施設静態調査用料金後納郵便料金の支出について（平成26年10月分）
11,640

健康局 保健医療対策課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可等業務・保健衛生情報調査研究事業（公衆衛生医学調査研究）用後納郵便料の支出について（１０月分）
323,640

健康局 感染症対策課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 梅毒検査用　ＳＳＴ抗原ヤトロン代金の支出について（9月22日発注分）
48,600

健康局 感染症対策課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 性感染症予防事業用　エスプラインＴＰ代金の支出について(9月22日発注分)
5,832

健康局 感染症対策課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 肝炎ウイルス検査事業用　オーソＨＣＶ　Ａｂ　ＰＡテストⅡ代金の支出について（9月22日発注分）
153,360

健康局 感染症対策課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 性感染症検査事業用　ヒタザイムクラミジア代金の支出について（9月22日発注分）
1,477,440

健康局 感染症対策課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 ＨＩＶ検査用試薬　エスプラインＨＩＶ　Ａｇ/Ａｂ代金の支出について（9月22日発注分)
546,480

健康局 感染症対策課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 肝炎ウイルス検査事業用　エスプラインＨＢｓＡｇ代金の支出について（9月22日発注分）
8,467

健康局 感染症対策課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 性感染症検査用　エッペンドルフチップ（20-300μｌ用）代金の支出について（9月22日発注分）
4,320

健康局 感染症対策課 平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 第73回日本公衆衛生学会総会への参加旅費の支出について
50,160

健康局 感染症対策課 平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№３６）
14,710

健康局 感染症対策課 平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№２３～２４）
48,615

健康局 感染症対策課 平成26年11月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症発生動向調査事業用　平成26年度動物由来感染症対策（狂犬病予防を含む）技術研修会への職員の派遣及び同経費の支出について
29,230

健康局 感染症対策課 平成26年11月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 結核事業用公用車燃料費の支出について（９月分）
26,441

健康局 感染症対策課 平成26年11月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 結核事業用公用車燃料費の支出について（９月分）
7,624

健康局 感染症対策課 平成26年11月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　印刷製本費 「感染症発生動向調査事業報告書第３２報（平成２５年版）」印刷に係る経費の支出について
97,308

健康局 感染症対策課 平成26年11月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核検診車（ひまわり26号）エックス線デジタル装置保守点検業務委託料の支出について（第２四半期）
199,800

健康局 感染症対策課 平成26年11月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 肝炎ウイルス検査におけるＨＣＶ核酸増幅検査業務委託料（上半期分）の支出について
23,328

健康局 感染症対策課 平成26年11月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核検診車（ひまわり25号）エックス線デジタル装置保守点検業務委託料の支出について（第２四半期）
199,800

健康局 感染症対策課 平成26年11月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№４２）
4,562

健康局 感染症対策課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№１５）
10,777

健康局 感染症対策課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№５８）
5,506

健康局 感染症対策課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　医薬材料費 被爆者検診事業実施用　医薬材料（真空採血管外１点）買入経費の支出について
17,280

健康局 感染症対策課 平成26年11月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　医療扶助金 予防接種健康被害救済事業に係る医療費・医療手当の支出について（9月分）
524,460

健康局 感染症対策課 平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症発生動向事業用　感染症患者発生情報収集業務委託料の支出について(第２四半期分）
1,957,548

健康局 感染症対策課 平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№２５）
15,654

健康局 感染症対策課 平成26年11月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 エボラ出血熱対策関係全国担当課長会議への参加に係る出張経費の支出について
28,840

健康局 感染症対策課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成２６年度　ＭＳＭ向けＨＩＶ予防啓発広報紙作成業務委託料の支出について（２回目／１０月作成分）
270,000

健康局 感染症対策課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症診査協議会用放射線画像管理システム機器賃借料の支出について（１０月分）
24,360

健康局 感染症対策課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核登録者情報システム用端末機器賃借料の支出について（平成26年10月分）
5,832

健康局 感染症対策課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核登録者情報システム用サーバ機器賃借料の支出について（平成26年10月分）
15,099

健康局 感染症対策課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（１１月概算分）国保一般
548,937

健康局 感染症対策課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（１１月概算分）後期高齢
2,231,491

健康局 感染症対策課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（１１月概算分）後期高齢
115,629

健康局 感染症対策課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（１１月概算分）国保一般
3,347,448

健康局 感染症対策課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　医薬材料費 被爆者検診事業実施用　医薬材料（真空採血管）買入経費の支出について
2,214

健康局 感染症対策課 平成26年11月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 ＨＩＶ検査事業用　セロディアＨＩＶ-1/2代金の支出について（9月22日発注分）
250,560

健康局 感染症対策課 平成26年11月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいDOTS（訪問型服薬支援）事業の委託契約にかかる支出について（９月分）
2,812,172
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健康局 感染症対策課 平成26年11月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症発生動向調査用ファクシミリの長期借入にかかる経費の支出について（長期契約）（10月分）
7,875

健康局 感染症対策課 平成26年11月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　医薬材料費 結核予防事業用予防接種用ＢＣＧワクチン買入にかかる経費の支出について（１０月分）
5,671,036

健康局 感染症対策課 平成26年11月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物収集・運搬業務及び処分業務委託（収集・運搬）にかかる経費の支出について（９月分）
4,352

健康局 感染症対策課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（１０月分）
352,110

健康局 感染症対策課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（１０月分）
9,540

健康局 感染症対策課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（１０月分）国保一般
3,920

健康局 感染症対策課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（支払基金）の支出について（１０月分）
50,707

健康局 感染症対策課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（１０月分）後期高齢
4,116

健康局 感染症対策課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（１０月分）後期高齢
21,658

健康局 感染症対策課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（１０月分）国保一般
26,754

健康局 感染症対策課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（支払基金）の支出について（１０月分）
6,664

健康局 感染症対策課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（１１月概算分）
10,403,937

健康局 感染症対策課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（１１月概算分）
6,301,063

健康局 感染症対策課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 大阪市結核解析評価検討会にかかる委員報償金の支出について（平成２６年１０月分）
31,340

健康局 感染症対策課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（大阪市保健所感染症対策課）10/23分
2,060

健康局 感染症対策課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（保健所感染症対策課結核グループ）１０月２日分
8,200

健康局 感染症対策課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成２６年度医療機関外来ＤＯＴＳ事業の委託契約にかかる経費の支出について（上半期分）
41,094

健康局 感染症対策課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№７５）
393

健康局 感染症対策課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「ミジットＯＡＤＣ」の購入にかかる経費の支出について
34,214

健康局 感染症対策課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「クォンティフェロンＴＢ－ゴールド」の購入にかかる経費の支出について
388,800

健康局 感染症対策課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 管理健診用「喀痰溶解剤」の購入にかかる経費の支出について
10,735

健康局 感染症対策課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「クォンティフェロンＴＢ－ゴールド専用採血管」の購入にかかる経費の支出について
345,600

健康局 感染症対策課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核定期病状調査事業用委託料の支出について（７月分）組戻分
3,000

健康局 感染症対策課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№２９）
5,742

健康局 感染症対策課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種事業に係る個別予防接種委託料（９月分）の支出について（医療機関支払分）
318,430,639

健康局 感染症対策課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 HIV検査用　クレシアＥＦハンドタオル代金の支出について（10月15日発注分）
4,255

健康局 感染症対策課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症事業用ＥＴＣ高速道路使用料の支出について（９月分）
1,220

健康局 感染症対策課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 管外出張用ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（９月分）
3,990

健康局 感染症対策課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 管外出張用ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（９月分）
6,350

健康局 感染症対策課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　消耗品費 予防接種事業用　輪転機インキの買入れに係る所要経費の支出について
9,558

健康局 感染症対策課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種台帳管理システム保守業務の業務委託料の支出について（１０月分）
130,680

健康局 感染症対策課 平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 使用料及賃借料　使用料 予防接種台帳管理システム用機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成２６年１０月分）
56,376

健康局 感染症対策課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２６年度コホート検討会参画医師への報償金の支出について（４回目）
11,360

健康局 感染症対策課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（７月分）
19,560

健康局 感染症対策課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（７月分）
7,902

健康局 感染症対策課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（７月分）
19,474

健康局 感染症対策課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（７月分）
32,156

健康局 感染症対策課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核定期病状調査事業用委託料の支出について（９月分）市民病院分
3,000

健康局 感染症対策課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 HIV検査場用建物賃貸借契約に係る光熱水費の支出について（10月分）
1,355

健康局 感染症対策課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 HIV検査場用建物賃貸借契約に係る光熱水費の支出について（10月分）
10,549

健康局 感染症対策課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 HIV検査場用建物賃貸借契約に係る光熱水費の支出について（10月分）
11,385

健康局 感染症対策課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　船車修繕料 結核検診車（ひまわり25号）の修繕の実施及び同所要経費の支出について
128,152

健康局 感染症対策課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 風しん抗体検査事業用　風しんウイルスR-HI抗体検査キット買入れに係る所要経費の支出について（10月27日発注分）
110,160

健康局 感染症対策課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（１０月分）阿倍野支店分
17,767

健康局 感染症対策課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 予防接種、結核対策事業に係る後納郵便料金の支出について（１０月分）旭町支店分
830

健康局 感染症対策課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（１０月分）阿倍野支店分
79,572

健康局 感染症対策課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（１０月分）阿倍野支店分
3,502

健康局 感染症対策課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（１０月分）阿倍野支店分
3,205
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健康局 感染症対策課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（１０月分）阿倍野支店分
342

健康局 感染症対策課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（１０月分）阿倍野支店分
1,578

健康局 感染症対策課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（１０月分）阿倍野支店分
2,008

健康局 感染症対策課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核定期病状調査事業用委託料の支出について（９月分）
21,000

健康局 感染症対策課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成２６年度喀痰検体等搬送業務の実施及び同経費の支出について（１０月分）
8,748

健康局 感染症対策課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核管理健診・接触者健診事業用委託料の支出について（９月分）
160,230

健康局 感染症対策課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核管理健診・接触者健診事業用委託料の支出について（９月分）
24,723

健康局 感染症対策課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 接触者健診用　結核菌インターフェロンγ測定（ＱＦＴ）機器借入経費の支出について（１０月分）
17,280

健康局 感染症対策課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 予防接種、結核対策事業に係る後納郵便料金の支出について（１０月分）旭町支店分
34,112

健康局 感染症対策課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（１０月分）阿倍野支店分
372,988

健康局 感染症対策課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　医療扶助金 予防接種健康被害救済事業に係る医療費・医療手当の支出について（10月分）
206,320

健康局 環境衛生監視課 平成26年11月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 専門監視事業用有害家庭用品試買検体購入経費の支出について（１１月１１日分）
50,000

健康局 環境衛生監視課 平成26年11月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 専門監視事業用揮発油にかかる経費の支出について（９月分）
48,340

健康局 環境衛生監視課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 専門監視事業用有害家庭用品試買検体購入経費の支出について（１１月１９日分）
40,000

健康局 環境衛生監視課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 専門監視事業用車の車検にかかる重量税等の支出について（なにわ300ね8591）
1,100

健康局 環境衛生監視課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　損害保険料 専門監視事業用車の車検にかかる重量税等の支出について（なにわ300ね8591）
27,840

健康局 環境衛生監視課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 公課費　公課費 専門監視事業用車の車検にかかる重量税等の支出について（なにわ300ね8591）
24,600

健康局 環境衛生監視課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 専門監視事業用白衣等洗濯にかかる経費の支出について（９月分）
3,510

健康局 環境衛生監視課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（保健所環境衛生監視課１０月２１日分）の支出について
10,000

健康局 環境衛生監視課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度認定簡易専用水道検査員講習会受講料の支出について
55,000

健康局 環境衛生監視課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 専門監視事業用車の継続検査基本点検整備経費の支出について（なにわ300ね8591）
11,880

健康局 環境衛生監視課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 専門監視事務用料金後納郵便料金の支出について（１０月分）
323,440

健康局 環境衛生監視課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 専門監視事務用料金後納郵便料金の支出について（１０月分）
12,350

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 北部生活衛生監視事務所事業用市内出張旅費の支出について（９月分）
42,304

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年11月12日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 北部生活衛生監視事務所事業用コピー代の支出について（９月分）
24,861

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年11月12日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 北部生活衛生監視事務所事業用白衣等洗濯にかかる経費の支出について（９月分）
2,592

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 食品衛生事業用　営業許可満了用案内はがきの購入経費の支出について（第３四半期分）
52,000

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）１０月分の支出について
5,970

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）１０月分の支出について
410

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）１０月分の支出について
1,636

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２６年度９月分（西部生活衛生監視事務所所管）コピー代金の支出について
9,721

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 平成２６年度９月分（西部生活衛生監視事務所事業用）揮発油代金の支出について
12,977

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 平成２６年度９月分（西部生活衛生監視事務所事業用）白衣の洗濯代金の支出について
3,726

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 食品衛生事業用はがきの購入について（西部生活衛生監視事務所所管　許可満了更新通知用第３四半期発送用）
35,360

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所)平成２６年度１０月分の支出について
556

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所)平成２６年度１０月分の支出について
930

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所)平成２６年度１０月分の支出について
400

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 西部生活衛生監視事務所所管公用車「なにわ４８０え２３４１」エンジン電気系統・吸気系統修理にかかる経費の支出について
62,694

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 東部生活衛生監視事務所における、ふぐ衛生講習会の実施並びに同経費の支出について
18,700

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 東部生活衛生監視事務所市内出張交通費の支出について（５月分）
53,472

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 東部生活衛生監視事務所市内出張交通費の支出について（６月分）
65,286

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（９月分）
13,587

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 東部生活衛生監視事務所事業用白衣等の洗濯にかかる経費の支出について（９月分）
2,970

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 東部生活衛生監視事務所市内出張交通費の支出について（８月分）
51,000

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（１０月分）
985

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（１０月分）
1,700

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（１０月分）
1,110

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 東部生活衛生監視事務所市内出張交通費の支出について（９月分）
51,022
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健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 東部生活衛生監視事務所事業用揮発油スタンド給油分にかかる経費の支出について（９月分）
13,588

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 東部生活衛生監視事務所市内出張交通費の支出について（７月分）
65,994

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 南東部生活衛生監視事務所運営用公用車のガソリン給油代金の支出について（９月分）
6,292

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 南東部生活衛生監視事務所にかかる市内出張交通費の支出について（９月分）
27,225

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 南東部生活衛生監視事務所にかかる小口支払基金繰戻金の支出について（１０月分）
200

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 南東部生活衛生監視事務所にかかる小口支払基金繰戻金の支出について（１０月分）
432

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 南東部生活衛生監視事務所にかかる小口支払基金繰戻金の支出について（１０月分）
3,020

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（９月分）
10,243

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 南西部生活衛生監視事業用石油製品買入経費の支出について（９月分）
13,209

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（9月分）
4,771

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年11月04日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 生活衛生監視事業用白衣等洗濯請負にかかる経費の支出について（9月分）
2,430

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年11月04日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（9月分）
2,227

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年11月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 生活衛生監視事務所事業用市内出張交通費10月分の支出について
4,030

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金10月分の支出について
622

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金10月分の支出について
2,280

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金10月分の支出について
1,706

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月05日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　蒸留水製造装置イオン交換樹脂カートリッジ　他３点購入及び経費の支出について（単価契約９月分）
123,310

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 第62回日本ウイルス学会学術集会出席に係る旅費の支出について
36,900

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 第62回日本ウイルス学会学術集会出席に係る旅費の支出について
36,900

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＤＮＡ精製用カラム　他５点購入及び経費の支出について（単価契約９月分）
259,480

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 管理用　コピー代金の支出について（９月分）
16,668

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　プラスチック遠沈管　他２点購入及び経費の支出について（単価契約１０月分）
134,352

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　顕微鏡用カバーガラス　他８点購入及び経費の支出について（単価契約１０月分）
53,906

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＨＰＬＣ用カラム　他１点購入及び経費の支出について（単価契約１０月分）
79,833

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用マイコスピーン　他９点購入及び経費の支出について（単価契約９月分）
403,282

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用メタノール　他１４点購入及び経費の支出について（単価契約９月分）
615,146

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用精製水　他５点の購入及び経費の支出について
35,912

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 地方財務実務提要　追録517-518号の購入及び経費の支出について
4,526

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 地方公共団体　契約実務の要点　追録６６号他１３件の購入及び経費の支出について
26,921

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＢＯＤボトル用ＤＯ電極　他５点購入及び経費の支出について（単価契約10月分）
219,888

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用広径チップ　他１点購入及び経費の支出について（単価契約１０月分）
269,244

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用ＤＮＡ抽出バッファー　他５点購入及び経費の支出について（単価契約９月分）
186,775

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　アセトニトリル　他１８点購入及び経費の支出について（単価契約９月分）
584,506

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　遠心容器　他５点購入及び経費の支出について（単価契約９月分）
319,064

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ジエチルエーテル購入及び経費の支出について（単価契約９月分）
11,178

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　遠沈管　他６点購入及び経費の支出について（単価契約１０月分）
265,464

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 負担金、補助及交付金　会費 研究検査用　第62回日本ウイルス学会学術集会出席に係る参加会費の支出について
12,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 負担金、補助及交付金　会費 研究検査用　第62回日本ウイルス学会学術集会出席に係る参加会費の支出について
12,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 研究検査用　残留農薬分析セミナー出席に係る旅費の支出について
28,840

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＧＣ用ストレートスプリットライナ　他１点購入及び経費の支出について（単価契約１０月分）
15,314

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　水銀計用資料ボートセット　他５点購入及び経費の支出について（単価契約９月分）
215,244

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用ＨＰＬＣ用カラム　他１５点購入及び経費の支出について（単価契約１０月分）
299,257

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用ＣＨＥＣＫ　ＶＡＬＶＥ
　ＳＡＰＰＨＩＲＥ　ＰＵＭ
Ｐの購入及び経費の

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月11日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 負担金、補助及交付金　会費 研究検査用　残留農薬分析セミナー出席に係る参加費の支出について
17,500

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月12日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　備品修繕料 検査研究用　バキュームシステム修繕にかかる経費の支出について
48,988

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月12日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 後払宅配郵便料の支出について（平成26年10月分）
3,822

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月13日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 平成26年度地方衛生研究所全国協議会近畿支部自然毒部会研究発表会出席に係る旅費の支出について
2,160

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月13日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 平成26年度地方衛生研究所全国協議会近畿支部自然毒部会研究発表会出席に係る旅費の支出について
2,160
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健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　遠沈管　他４点購入及び経費の支出について（単価契約１０月分）
440,802

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 管理用　朝日新聞の定期購読に係る経費の支出について（７月分～９月分）
12,111

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 管理用　産経新聞の定期購読に係る経費の支出について（７月分～９月分）
12,111

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 管理用　読売新聞の定期購読に係る経費の支出について（７月分～９月分）
12,111

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 管理用　毎日新聞　外１紙の定期購読に係る経費の支出について（７月分～９月分）
25,638

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 小口支払い基金繰り戻し（１０月繰り戻し手続き分）の支出について
2,865

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　燃料費 小口支払い基金繰り戻し（１０月繰り戻し手続き分）の支出について
20,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所庁舎清掃業務委託　長期継続の経費の支出について（10月分）
431,756

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所常駐警備業務委託　長期継続の経費の支出について（10月分）
563,400

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン長期借入（その２）経費支出について（10月分）
58,371

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用キャニスター/加熱脱着ガスクロマトグラフ質量分析装置一式長期借入の経費支出について（10月分）
504,525

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 管理用　庁内情報用プリンタ長期借入経費の支出について（10月分）
12,178

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌﾀﾝﾃﾞﾑ型質量分析装置長期借入にかかる経費支出について　　　（10月分）
363,615

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　高分解能ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置　一式　長期借入の経費の支出について　（10月分）
117,136

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン長期借入（その１）経費の支出について（10月分）
51,398

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 環境科学研究所　検査研究用　低分解能ガスクロマトグラフ質量分析装置一式長期継続借入（再リース）の経費支出について（10月分）
25,563

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月19日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 第51回全国衛生化学技術協議会年会出席に係る旅費の支出について
39,750

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月19日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 第51回全国衛生化学技術協議会年会出席に係る旅費の支出について
39,750

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月19日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 第51回全国衛生化学技術協議会年会出席に係る旅費の支出について
39,750

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 日本電子製ＪＥＭ－１２００ＥＸ型透過電子顕微鏡およびＪＳＭ－５３００型走査型電子顕微鏡整備の実施および経費の支出について
873,266

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 管理用　市内出張交通費の支出について（１０月分）
52,616

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　干渉フィルタ　他４９点購入及び経費の支出について（単価契約１０月分）
1,212,580

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＡＭＶ　他１０点購入及び経費の支出について（単価契約１０月分）
723,340

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　２ＰＬＹ　ＭＡＳＫ　他１３点購入及び経費の支出について（単価契約１０月分）
423,403

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 管理用　コピー代金の支出について（10月分）
18,476

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　Ｎ、Ｎ－ジメチルホルドアミド　他３点購入及び経費の支出について（単価契約１０月分）
16,232

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　エンテロトックス－Ｆ「生研」の購入及び経費の支出について
82,620

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　Ｎ，Ｎ－ジエチルー３－メチルベンズアミド標準品　他８点購入及び経費の支出について（単価契約１０月分）
34,927

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ラテックスグローブ　他４点購入及び経費の支出について（単価契約１０月分）
30,574

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＧＣ用キャピラリーカラム　他９点購入及び経費の支出について（単価契約１０月分）
233,247

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　シリンジフィルター　他１点購入及び経費の支出について（単価契約１０月分）
81,108

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 管理用　庁内情報ネットワーク回線使用料の支出について(10月分)
13,996

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 環境科学研究所検査業務用　ＥＴＣ高速道路使用料（9月分）の支出について
3,770

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 管理用　ａｕ　ｏｎｅ　ｎｅｔ接続料金の支出について(10月分)
2,127

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　固相抽出ディスクの購入及び経費の支出について
58,266

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用キムタオル　他４件の購入及び経費の支出について
52,353

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＭＦ固形　他１点の購入及び経費の支出について
9,936

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　切創防止用インナー手袋　他４点購入及び経費の支出について（単価契約１０月分）
105,742

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用マウスの購入及び経費の支出について
59,400

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 庁舎管理用トイレットペーパー　他６点の購入及び経費の支出について
42,854

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用窒素ガス　他５件の購入及び経費の支出について（単価契約１０月分）
28,944

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 衛生法規総覧　追録１４４８号他７件の購入及び経費の支出について
38,068

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　建物修繕料 大阪市立環境科学研究所スプリンクラー設備修繕の実施及び経費の支出について
64,800

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 研究検査用　長白衣洗濯業務の実施及び経費の支出について（単価契約１０月分）
5,832

健康局 環境科学研究所管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所湧水槽、汚水槽の保守点検業務委託の実施及び同経費の支出について
216,000

人事室 総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　食糧費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
600

人事室 総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
82

人事室 総務課 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
410



平成26年度（平成26年11月）　公金支出情報

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

人事室 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（１０月分）
107,296

人事室 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（10月分）
25,766

人事室 人事課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　外部監察チーム特別参与にかかる報酬等の支出について（平成26年9月分）
986,490

人事室 人事課 平成26年11月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 人事事務用　外部監察チーム特別参与にかかる報酬等の支出について（平成26年9月分）
2,160

人事室 人事課 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　平成26年度　雇入れ時健康診断等業務委託料の支出について（平成26年９月実施分）
155,736

人事室 人事課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　特別旅費 職員衛生管理用　平成26年度第73回全国産業安全衛生大会に係る出張命令及び旅費の支出について
35,980

人事室 人事課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 平成26年度職員定期健康診断等業務委託Ｂ（概算契約）にかかる経費の支出について(9月分)
9,489,960

人事室 人事課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 平成26年度職員定期健康診断業務委託Ａ（概算契約）のにかかる経費の支出について(9月分)
9,802,232

人事室 人事課 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 平成26年度職員定期健康診断等業務委託Ｂ（概算契約）にかかる経費の支出について(9月分)
236,196

人事室 人事課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　人事監察委員会委員にかかる報酬の支出について（平成26年10月開催分）
166,355

人事室 人事課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（平成26年１０月分）
4,092

人事室 人事課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 職員衛生管理用　「Ｑ＆Ａ地方公務員の労働安全衛生（追録）」の購入並びに同所要経費の支出について
7,200

人事室 人事課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　光熱水費 職員相談室　電気代の支出について（10月分）
8,225

人事室 人事課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員相談室　清掃業務委託にかかる経費の支出について（10月分）
15,120

人事室 人事課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 職員疾病対策事業用　職員健康診断結果経年管理システムサーバ機及び周辺装置長期借入所要経費の支出について（平成26年10月分）
55,706

人事室 人事課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 負担金、補助及交付金　分担金 職員相談室の月額管理費及び修繕積立金の支払いについて（11月分）
233,673

人事室 人事課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 厚生一般事務用　市内出張旅費の支出について（１０月分）
11,754

人事室 人事課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 職員疾病対策事業用　コピー代の支出について（１０月分）
1,931

人事室 人事課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　被服費 平成26年度職員被服貸与事業用　防寒衣(ジャケット型)　ほか２点に係る経費の支出について
7,895,923

人事室 人事課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　特別顧問にかかる報酬等の支出について（平成26年8
9

人事室 人事課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 人事事務用　特別顧問にかかる報酬等の支出について（平成26年8
9

人事室 人事課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　書籍の購入経費の支出について
6,172

人事室 人事課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　書籍の購入経費の支出について
4,115

人事室 給与課 平成26年11月12日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 給与改定等に関するヒアリングの参加にかかる管外出張旅費の支出について
29,240

人事室 給与課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 大都市労務担当部長会議の参加および出張者変更にかかる管外出張旅費の支出について
68,150

人事室 管理課 平成26年11月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　電話料金の支出について（１０月分）
2,703

人事室 管理課 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 職員手当等　児童手当 職員児童手当の支払について（１１月７日支払分）
2,710,000

人事室 管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　大阪市総務事務センター運営事業に関する包括的業務委託費の支出について（９月分）
32,054,233

人事室 管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 職員手当等　退職手当 平成２６年１１月払　失業者の退職手当の支出について（１０１）
213,945

人事室 管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 職員手当等　退職手当 平成２６年１１月払　退職手当の支出について（１０１）
58,007,228

人事室 管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 恩給及退職年金　遺族扶助料 平成２６年１１月払　扶助料の未済給付について
134,134

人事室 管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　退職手当 平成２６年１１月払　失業者の退職手当の支出について（２１０）
182,898

人事室 管理課 平成26年11月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 平成２６年１１月払　退職手当の支出について（１５０）
1,090,458

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,902,294

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
10,210,408

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
421,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
1,813,125

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
588,050

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
1,305,698

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
1,224,260

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
311,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
72,328

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　特別職給 平成26年11月　給与の支給について
3,608,602

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
14,758,109

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
33,998,394

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
11,134,605

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
10,723,708

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
29,447,529
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人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
39,076,921

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
37,276,164

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
14,059,370

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
1,449,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
1,362,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
478,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
341,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
1,550,900

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
1,145,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
492,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
589,600

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
2,599,140

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
2,526,231

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
6,528,417

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
1,959,691

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
6,792,410

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
5,794,710

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
2,017,110

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
6,664,875

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
1,819,066

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
4,734,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
1,097,250

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
2,262,900

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
1,813,711

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
626,050

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
956,650

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
860,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
2,587,897

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
1,440,223

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
2,338,231

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
308,099

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
2,626,012

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
502,652

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
2,772,160

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
3,099,556

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
1,378,510

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
3,982,613

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
1,301,100

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
1,517,850

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
599,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
598,430

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
1,817,060

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
3,813,884

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成26年11月　給与の支給について
260,209

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
831,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
629,600

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
592,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
878,300
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人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
305,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
361,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
174,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
328,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
14,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
12,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
9,063

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
512

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
1,288

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成26年11月　給与の支給について
691,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成26年11月　給与の支給について
123,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,307,600

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
39,112

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,440

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
753,580

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
49,019

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
215,415

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
587,715

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
211,098

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
201,473

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
27,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,831,273

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
141,810

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
204,160

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
379,020

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
994,488

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,418,830

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
114,497

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
62,884

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,909

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
205,701

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
193,086

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
565,455

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
198,996

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,200

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
576

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
63,365,677

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
2,009,109

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
11,254,323

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
4,051,750

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
10,404,931

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
5,087,331

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
832,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
614,941

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,167,559

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
54,770
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人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,876,409

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
286,780

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
247,249

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
40,353,911

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
35,109,482

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
68,266,084

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
34,161,767

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
37,883,414

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
34,626,961

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
44,400,835

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
32,566,053

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
38,057,200

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
42,692,020

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
38,679,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
80,960,082

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
55,743,576

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
40,475,078

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
44,657,495

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
50,631,475

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
39,899,399

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
63,229,605

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
52,172,739

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
60,708,164

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
60,030,763

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
111,336,920

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
40,732,343

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
40,750,039

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
1,056,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
2,475,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
1,297,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
1,250,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
1,135,900

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
1,071,100

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
1,503,600

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
1,495,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
1,495,945

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
1,748,200

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
2,216,736

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
1,329,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
2,259,100

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
1,236,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
1,563,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
1,431,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
3,422,200

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
1,928,100

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
2,020,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
1,397,100

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
1,281,000
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人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
1,377,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
1,426,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
1,317,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
5,650,330

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
6,011,403

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
9,393,577

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
5,896,815

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
13,531,231

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
6,899,528

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
6,920,728

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
6,907,508

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
6,447,741

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
18,597,562

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
7,300,307

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
7,581,033

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
10,661,976

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
10,213,379

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
5,973,620

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
6,500,679

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
7,562,236

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
6,838,038

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
11,483,735

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
6,926,396

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
8,792,411

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
10,203,254

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
8,612,817

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
6,634,516

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成26年11月　給与の支給について
6,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成26年11月　給与の支給について
12,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
1,319,825

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
1,355,250

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
1,355,250

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
1,355,250

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
1,323,625

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
1,312,225

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
1,355,250

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
1,464,570

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
1,312,225

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
1,360,431

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
1,742,850

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
1,380,625

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
1,555,770

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
1,612,425

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
2,053,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
1,441,425

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
1,262,825

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
1,440,475

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
1,445,225
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人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
1,840,425

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
1,749,225

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
1,433,825

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
1,210,850

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
1,440,577

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
8,499,212

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
3,258,837

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
4,773,392

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
3,917,547

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
4,197,574

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
2,845,538

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
4,999,016

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
3,046,591

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
4,058,815

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
35,813

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
3,269,623

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
3,762,672

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
3,965,466

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
4,011,060

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
4,183,961

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
2,976,929

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
4,717,406

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
3,628,528

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
5,004,994

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
5,615,478

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
4,256,554

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
6,121,641

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
7,895,856

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
4,812,595

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
5,384,627

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
2,157,079

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
2,250,479

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
1,876,217

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
3,258,574

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
2,985,992

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
3,093,579

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
3,437,510

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
2,693,970

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
2,277,749

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
4,852,170

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
3,212,747

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
4,392,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
4,671,344

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
4,301,873

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
2,589,240

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
3,626,988

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
2,631,796

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
3,044,236
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人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
3,830,490

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
3,672,862

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
7,432,325

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
9,659,062

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
2,898,601

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
3,368,715

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
1,260

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
1,890

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
1,580

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
3,820

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
3,160

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
1,110

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
1,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
1,540

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
2,610

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
2,840

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
2,050

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
1,580

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
9,600

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
1,740

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
2,320

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
889,600

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
799,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
1,269,600

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
1,057,900

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
1,238,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
1,824,904

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
375,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
1,126,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
948,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
815,100

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
764,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
818,200

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
1,392,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
1,049,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
2,548,900

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
595,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
636,600

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
589,600

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
1,104,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
538,200

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
716,100

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
1,077,400



平成26年度（平成26年11月）　公金支出情報

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

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
1,586,100

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
816,200

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
36,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
24,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
36,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
12,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
34,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
70,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
40,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
18,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
54,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
44,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
14,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
76,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
18,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
2,296

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
3,666

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
1,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
7,779

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
592

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
2,022

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
1,930

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
509

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
1,080

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
3,322

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
2,670

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
6,087

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
1,804

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
2,134

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
1,198

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
1,235

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
417

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
1,169

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
4,230

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
2,927

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
617

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成26年11月　給与の支給について
23,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成26年11月　給与の支給について
23,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年１１月払　公務災害等休業補償費の支給について（旭区役所）
40,050



平成26年度（平成26年11月）　公金支出情報

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

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,805,037

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,382,984

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,128,842

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,001,787

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,307,277

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,908

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,796,710

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
81,360

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,355,683

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
987,987

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,553,031

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,407,925

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,310,912

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
223,186

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
957,072

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
414,719

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
375,842

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,540,907

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
208,112

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,511,260

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
595,788

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,751,331

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,697

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,738,742

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,381,463

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
985,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,364

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,404,444

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,919,993

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,735,279

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
486,921

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,172

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,853,127

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
953,328

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
450,564

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
196,026

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
972,250

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,709,904

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
416,232

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
211,251

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
202,077

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
969,610

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,138,850

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
206,621

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
203,764

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
763,963

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,427

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
208,099
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人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,554,105

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
990,075

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,988,225

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
236,174

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
200,547

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
322,458

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
98,693

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
112,175

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
93,438

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
312,856

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
251,873

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
114,218

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
96,661

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
411,590

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
80,167

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
178,301

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
92,757

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
48,410

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
156,368

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
112,670

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
37,144

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
19,781

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
60,304

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
14,998

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
96,838

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
26,580

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
66,179

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
111,331

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
121,711

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
33,980

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
62,014

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
44,817

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
107,217

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
16,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
145,546

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
64,593

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
149,341

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
50,174

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
34,325

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,742

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
56,403

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
49,252

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
24,651

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
33,998

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
22,562

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
50,545

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,870

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
43,362
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人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
19,753

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
81,480

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
105,589

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
82,506

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
23,271

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
53,493

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
76,198

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
73,159

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
500

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,740

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,120

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
580

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
220

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
33,334,480

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
1,152,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
5,823,047

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
1,642,550

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
2,786,185

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
3,512,090

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
812,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,208,231

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
200,387

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
18,602

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
531,600

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
177,200

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
531,600

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
531,600

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
284,887,949

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
531,600

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
531,600

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
531,600

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
531,600

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
886,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
177,200

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
10,120,640

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
55,950
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人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
83,925

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
47,819,763

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
139,875

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
27,975

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
83,925

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
83,925

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
83,925

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
83,925

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
83,925

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
83,925

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
27,975

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
5,085,350

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
10,874,443

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
43,553

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
12,399

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
111,287

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
46,991

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
4,703

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
9,254

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
6,466

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
24,234

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
22,841

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
4,703

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
14,623

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
11,818

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
28,114

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
27,186

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
14,012

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
18,702

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
21,804

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
8,272

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
35,152,694

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
13,815

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
31,410

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
32,926

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
6,056,200
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人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
6,059

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,564,649

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,369,646

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
208,667

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
399,372

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
132,086

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
680,548

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,156,109

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,641,814

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,663,589

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,003,899

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,431,139

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,544,531

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
414,116

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
102,356

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
63,649

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
77,120

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
153,501

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
103,224

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,818

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費
固定資産評価審査委員
会費

報酬　委員報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
163,057

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
63,537,706

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
2,555,900

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
11,268,795

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
3,548,854

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
6,050,368

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
5,735,580

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
1,627,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
177,557

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
178,611

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
24,412

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
230,295

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
617,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
211,248

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
355,394

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙管理委員会委員費 報酬　委員報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,580,243

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙管理委員会委員費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,840

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙管理委員会委員費 旅費　委員旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
200

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 報酬　委員報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
238,329

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 給料　特別職給 平成26年11月　給与の支給について
690,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
69,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

人事委員会委員費 報酬　委員報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
258,699

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
21,378,252

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
687,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
3,864,705

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
1,569,486
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人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
1,269,191

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
2,381,540

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
264,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
179,593

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,427

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
229,139

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,607,148

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
723,493

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,473,775

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,626,272

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
571,299

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,002,731

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,965,532

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,499,143

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
634,992

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,085,029

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,327,564

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,541,922

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
37,223,485

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
128,769,872

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
650,162

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
912,752

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
977,029

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,460,072

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,301,627

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
977,296

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
864,005

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,403,689

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,096,942

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,374,240

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,094,859

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,867,086

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
4,741,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
60,200

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
40,100

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
66,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
52,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
27,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
12,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
46,600

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
100,100

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
13,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
20,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
73,700
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人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
1,068,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
54,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
33,100

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
52,100

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
86,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
58,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
99,627

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
176,441

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
6,129,121

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
22,420,775

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
152,506

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
285,051

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
131,970

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
207,915

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
209,355

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
173,595

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
140,265

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
269,490

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
243,435

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
92,145

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
289,725

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
258,960

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
258,255

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
208,935

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
255,795

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
245,685

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
334,680

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
228,489

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
348,504

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
103,877

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
196,020

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
285,784

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成26年11月　給与の支給について
90,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成26年11月　給与の支給について
765,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
72,200

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
40,850

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
60,800
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人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
5,759,850

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
1,403,150

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
20,177,529

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
851,017

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
92,760

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
12,589,176

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
24,880

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
9,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
221,570

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
32,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
58,270

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
121,010

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
2,117,060

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
160,710

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
63,710

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
27,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
25,530

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
158,330

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
177,010

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
76,350

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
305,320

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
279,470

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
153,980

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
65,100

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
60,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成26年11月　給与の支給について
644,200

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成26年11月　給与の支給について
2,217,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
7,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
1,392,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
507,200

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
2,801,100

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
61,000
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人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
20,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
51,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
662,939

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
1,204

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,719

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
871,790

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,860

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
206,565

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
59,839

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,260

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,720

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,256,492

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
320,693

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
39,425

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,620

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
208,076

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
596,680

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,459,978

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
118,104

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
63,875

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
23,108

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
30,246

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
640

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,960

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
217,938

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,024

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
325,046

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
76,665

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,620

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,516,039

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
43

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
281,249

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,180

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
580,624

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
26,750

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
620

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,859,626

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
108,999,017

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
219,145

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,052,285

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
135,730

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
132,030

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
374,196

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,579,606

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,008,271
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人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
82,195

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,970

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,072,372

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,536,283

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
55,337

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
192,363,752

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
6,848,100

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
33,472,369

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
2,025

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成26年11月　給与の支給について
331,909

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
9,406,900

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
11,899,151

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
12,132,826

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成26年11月　給与の支給について
6,313,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
111,130

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
4,461,200

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
10,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
58,002

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,992,653

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
318,164

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
23,997

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
277,653

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
24,688

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
658,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
70,501

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,309,671

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
113,996

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,645

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
14,820

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
79,633

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,420

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
280,282

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
138,598

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,586,137

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
961,162

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,917

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,680

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
790,961

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
152,160

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,037,907

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
69,890

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
176,164,624

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
137,336,179

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
167,701,773

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
3,875,238

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
4,263,900

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
3,895,320
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人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
28,314,575

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
26,982,205

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
23,343,567

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成26年11月　給与の支給について
20,100

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成26年11月　給与の支給について
802,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
4,898,200

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
32,353,031

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
112,462

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
9,295,921

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
10,160,996

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
3,401,045

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
8,828,261

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
2,628,542

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成26年11月　給与の支給について
406,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
3,065,200

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
3,300,689

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
3,268,333

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
78,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
442,238

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
50,828

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
407,103

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,917,342

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
374,628

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,145,555

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
661,702

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
30,744

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
32,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
20,790

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
81,940

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,097,509

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,676,837

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,832,255

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
335,613

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,089,683

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,162,419

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
134,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
248,090

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
98,320

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
148,620

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,680

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,693,491

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
157,432

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
310,259

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
197,420

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
16,830

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,037,762

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
320,935
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人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
408,924

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,317,193

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
67,912,217

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
26,058

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
39,254,765

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,504,620

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,640

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
23,590

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
17,561,159

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,002,680

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
712,078

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
100,436

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
811,086,586

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
47,438,440

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
135,939,600

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
7,008,063

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
24,176,495

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
81,553

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
46,013,340

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
35,159,240

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
13,025,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
18,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成26年11月　給与の支給について
4,681

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
6,738,323

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年１１月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
197,568

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年１１月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
115,584

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
313,912

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
36,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,420

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
237,096

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,818

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,814,613

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
304,650

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,970

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
94,784,259

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
3,399,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
17,050,752

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
6,918,090

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
9,683,571

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
7,054,968

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
1,859,100

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
211,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
379,668

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,349,593

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
28,343

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
21,130

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
211,293

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
24,600
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人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,100

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
108,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
21,375

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
194,442

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 報酬　委員報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
693,744

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,580

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
204,421

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
536,280

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
21,787

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
105,645,332

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
195,856,487

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
144,495,547

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
11,462,100

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
7,872,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
4,889,436

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
18,281,523

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
24,577,453

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
33,189,420

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
2,083,781

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
3,600,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
2,340,125

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
13,776,183

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
18,403,600

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
14,045,345

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
8,623,507

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
11,691,681

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
10,423,852

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
211,760

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
121,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
7,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
2,499,200

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
3,098,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
2,599,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
235,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
255,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
458,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
214,634

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成26年11月　給与の支給について
23,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
567,024

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
923,935

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
745,653

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
813,146

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
229,778

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
34,767

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
34,670

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
32,230

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
300

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,950
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人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
436,608

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
44,440

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
88,640,529

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
4,632,100

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
15,531,485

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
3,585,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
5,996,823

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
8,839,343

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
8,640

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
1,413,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
329,600

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
66,312,744

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
2,502,900

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
11,517,676

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
2,773,050

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
7,257,346

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
6,356,580

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
1,424,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
16,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
180,984

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,474,148

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
216,578

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
408,982

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
60,570

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,540

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
968,903,431

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
52,198,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
164,968,731

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
10,630,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
121,565,279

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
41,665,783

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
21,773,870

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
23,393,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
821,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
17,832,734

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成26年11月　給与の支給について
854,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
150,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,761,183

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
562,722

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,516,594

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
94,999

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,046,380

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
311,720

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 委員費 報酬　委員報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
898,705

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 委員費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
210,100

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
198,012,996

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
6,419,000
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人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
31,916,957

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
13,299,050

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
17,898,464

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
11,385,569

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成26年11月　給与の支給について
176,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
3,051,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
63,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
2,652

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
808,325

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
537,520

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,883,565

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,874,970

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
771,965

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
902,779

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
84,471

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,249,226

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,669,212

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
44,758

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
129,764

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
72,243

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
35,880

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
279,944

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
170,740

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
796

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
214,893

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
64,173,255

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
394,368

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
119,214

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,454

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
910,082

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,778,360

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
280,650

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,291,708

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
73,131

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
885,061

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
23,113

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
921,121

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
14,544

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,082,609

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
269,857

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
458,473

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
12,117

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
811,515

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
646,114

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
84,690

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
16,140

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,660,935
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人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
66,200

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
304,380

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
233,430

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
239,230

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,255,548

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
488,842

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
625,947

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
30,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
128,160

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　普通旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
216

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
186,864

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
9,318

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
6,390

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
3,150

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
3,370

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,424,193

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
38,358

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,928,221

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,043,739

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
166,930

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,780

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 金融事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
583,518

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
210,829

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,600

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
204,254

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,140

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
27,233,713

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
13,912,321

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
563,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
1,834,200

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
2,408,457

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
4,739,920

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
520,600

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
561,450

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
466,539

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
3,760,145

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
774,835

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
2,043,512

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
223,900

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
452,200

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
35,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
8,115,495

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
232,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
1,431,744

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
464,550

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
2,548,610

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
448,770
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人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
140,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
50,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
343,958

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,186,824

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
41,244,302

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
1,808,600

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
7,083,612

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
1,226,450

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
1,981,261

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
2,867,052

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
892,900

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
55,268

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
660

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,433,215

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
60,900

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
249,940

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
77,490

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
6,600

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,478

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
376,184

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,010

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
189,578

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,010

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
191,184

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,010

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,608,601

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
68,200

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
264,219

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
245,803

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
331,110

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
46,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
208,888

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
14,760

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
22,100

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
25,680

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,540

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
22,210

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
28,580

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,340

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
320

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
725,851

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
40,900

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
120,180

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
342,284

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
113,350
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人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
511,955

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
80,835

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
67,062

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
56,430

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
282,661

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
199,650

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,319,406

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
205,097

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
169,550

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
21,710

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,390

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,570

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
180

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,436,164

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
27,100

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
233,363

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
84,206

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
67,610

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
25,100

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
250,325

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
39,525

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
152,262

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
80,091

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
698,256

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
55,507,303

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
3,326,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
9,243,766

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
3,636,272

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
8,182,233

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
66,390

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
1,052,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 災害補償費　災害補償費 平成２６年１１月払　公務災害等休業補償費の支給について（港湾局）
98,455

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 災害補償費　災害補償費 平成２６年１１月払　公務災害等休業補償費の支給について（港湾局）
21,740

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
420,705

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,733

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
3,708,647

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
255,100

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
623,115

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
294,183

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
791,600

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
25,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
59,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
38,006,551

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
1,617,400
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人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
6,529,410

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
1,094,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
4,721,709

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
4,472,561

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
767,900

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
594

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
212,610

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,010

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
8,158,802

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
312,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
1,437,418

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
428,450

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
434,602

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
815,460

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
178,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
849,650

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
134,610

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
69,113

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
50,330

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
386,157

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
14,345,363

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
409,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
2,512,237

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
785,650

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
2,574,777

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
1,193,260

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
317,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
24,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
430,731

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,720

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,557

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,635,133

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,287,681

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
17,281

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
53,997

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
720

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
15,876

人事室 管理課 平成26年11月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
210

人事室 管理課 平成26年11月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
112,671

人事室 管理課 平成26年11月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
173,311

人事室 管理課 平成26年11月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,929

人事室 管理課 平成26年11月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,282

人事室 管理課 平成26年11月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
3,998,256

人事室 管理課 平成26年11月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
237,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
700,845

人事室 管理課 平成26年11月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
137,750
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人事室 管理課 平成26年11月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
484,430

人事室 管理課 平成26年11月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
341,020

人事室 管理課 平成26年11月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
191,100

人事室 管理課 平成26年11月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
779,616

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
3,069,207

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
5,991,519

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
3,560,028

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
4,924,901

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
3,447,786

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
3,115,094

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
3,478,245

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
6,182,522

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
5,283,810

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
7,164,674

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
5,206,667

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
12,510,336

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
3,506,487

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
3,108,091

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
2,591,925

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
4,240,069

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
5,143,224

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
3,051,044

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
2,859,914

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
3,074,278

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
3,075,572

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
3,827,474

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
3,556,020

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
5,043,293

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
3,001,813

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
147,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
121,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
161,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
94,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
93,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
73,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
40,600

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
148,600

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
179,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
192,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
111,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
108,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
188,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
121,100

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
140,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
120,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
96,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
106,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
119,700
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人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
46,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
99,200

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
59,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
113,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
345,111

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
71,200

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
811,939

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
521,708

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
971,727

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
593,293

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
558,519

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
574,559

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
502,375

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
998,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
863,186

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
1,159,248

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
830,981

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
2,099,135

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
522,324

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
440,685

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
472,154

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
612,277

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
812,481

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
489,490

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
564,778

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
494,394

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
504,014

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
498,001

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
591,039

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
857,398

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
690,961

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
270,750

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
72,200

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
72,200

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
1,394,429

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
321,913

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
639,560

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
655,376

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
403,835

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
353,150

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
388,380

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
338,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
185,350
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人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
253,060

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
91,860

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
747,762

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
295,695

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
372,927

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
346,540

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
239,185

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
268,143

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
806,060

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
831,352

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
414,259

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
320,480

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
350,430

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
546,323

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
446,470

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
771,382

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
190,520

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
254,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
46,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
112,100

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
59,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
108,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
89,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
122,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
75,200

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
30,200

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
114,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
180,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
382,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
27,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
99,560

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,333,163

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,495,761

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,706,388

人事室 管理課 平成26年11月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
466,094

人事室 管理課 平成26年11月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
25,020,407
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人事室 管理課 平成26年11月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
1,418,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
4,220,028

人事室 管理課 平成26年11月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
279,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
503,844

人事室 管理課 平成26年11月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
1,394,655

人事室 管理課 平成26年11月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
1,392,010

人事室 管理課 平成26年11月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
889,100

人事室 管理課 平成26年11月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
26,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成26年11月　給与の支給について
96,848

人事室 管理課 平成26年11月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年１１月払　公務災害等休業補償費の支給について（中央卸売市場南港市場）
8,616

人事室 管理課 平成26年11月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２６年１１月払　公務災害等休業補償費の支給について（中央卸売市場南港市場）
563,560

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
979,492

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
616,373

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,362,470

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
766,370

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
802,853

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
612,376

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
545,382

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
369,755

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
604,804

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
632,635

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
650,097

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,137,793

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
714,382

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
842,426

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
955,256

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
794,579

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
560,132

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
747,531

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
541,904

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
477,806

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,085,181

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
354,507

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
785,328

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
602,547

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
804,449

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
20,300

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
13,000

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
38,900

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
52,600

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
19,100

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
12,300

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
31,400

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
7,000

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
40,400

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
20,300

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
40,100
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人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
7,000

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
25,800

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
20,300

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
32,600

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
13,000

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
81,960

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
138,900

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
221,257

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
125,610

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
136,710

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
89,042

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
96,441

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
114,832

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
100,905

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
92,445

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
102,526

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
57,291

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
156,000

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
77,925

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
102,390

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
86,705

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
118,545

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
134,190

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
97,185

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
131,850

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
132,180

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
150,318

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
170,056

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
187,621

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
58,950

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
389,147

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
238,970

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
83,060

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
150,070

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
95,100

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
100,090

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
29,790

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
119,630

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
74,010

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
40,340

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
104,120

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
31,100

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
31,100

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
152,020

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
112,550

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
56,430

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
237,390
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人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
68,690

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
171,520

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
121,080

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
40,020

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
93,300

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
97,100

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
24,300

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
21,400

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
46,700

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
23,200

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
29,000

人事室 管理課 平成26年11月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
204,310

人事室 管理課 平成26年11月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
189,534

人事室 管理課 平成26年11月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
741,046

人事室 管理課 平成26年11月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
119,925

人事室 管理課 平成26年11月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
522,361

人事室 管理課 平成26年11月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
81,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,360

人事室 管理課 平成26年11月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
3,224,582

人事室 管理課 平成26年11月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
172,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
585,893

人事室 管理課 平成26年11月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
209,950

人事室 管理課 平成26年11月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
52,839

人事室 管理課 平成26年11月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
89,460

人事室 管理課 平成26年11月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
16,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
660,794

人事室 管理課 平成26年11月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
108,435

人事室 管理課 平成26年11月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
352,955

人事室 管理課 平成26年11月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
75,210

人事室 管理課 平成26年11月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
3,683,793

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
2,739,034

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,431,852

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,152,764

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,630,195

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,636,032

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,723,770

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,086,739
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人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,180,198

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,885,121

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,898,324

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,580,690

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,710,243

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,282,857

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,722,922

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
3,399,656

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,626,336

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
2,111,216

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
2,352,387

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
3,028,781

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
2,609,514

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
20,548,292

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
2,976,368

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
3,188,109

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成26年11月　給与の支給について
1,937,187

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
33,600

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
789,200

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
57,900

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
66,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
40,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
58,900

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
72,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
19,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
27,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
73,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
59,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
101,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
112,100

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
107,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
40,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
27,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
51,600

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
53,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
38,600

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
46,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
131,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
33,100

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成26年11月　給与の支給について
59,300

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
451,582

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
388,388

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
435,835

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
487,475

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
350,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
306,232
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人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
547,763

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
278,118

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
508,075

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
279,380

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
266,853

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
313,390

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
3,438,010

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
478,718

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
174,789

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
281,060

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
264,690

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
274,035

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
193,005

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
193,487

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
255,541

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
214,788

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
312,795

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
602,016

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成26年11月　給与の支給について
236,965

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成26年11月　給与の支給について
326,800

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
3,609,545

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
298,310

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
60,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
1,766,860

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
285,720

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
135,370

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
484,654

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
334,560

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
121,220

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
196,690

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
261,590

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
78,660

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
137,650

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
78,580

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
227,966

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
141,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
454,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
317,280

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
157,590

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
132,420

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
144,830

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
361,870

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
227,910

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
309,140

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
216,650

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成26年11月　給与の支給について
390,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
56,000



平成26年度（平成26年11月）　公金支出情報

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

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
27,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
56,200

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
400,400

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
56,200

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
25,700

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
103,200

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成26年11月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
33,000

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成26年11月　給与の支給について
577

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
392,375

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 賃金　賃金 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
404,863

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
560

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
37,004

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,858

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
412,942

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
627,342

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
41,999

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
18,720

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
24,760

人事室 管理課 平成26年11月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　其他委員等旅費 平成２６年１１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,470

人事室 管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用総務事務センター清掃業務委託（長期継続）に係る経費の支出について（１０月分）
32,007

人事室 管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムＩＣカード発行機器一式長期借入経費の支出について（１０月分）
40,262

人事室 管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員児童手当システムサーバ機等一式長期借入経費の支出について（１０月分）
23,652

人事室 管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　臨時職員システム用サーバ機等一式借入経費の支出について（１０月分）
215,956

人事室 管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 庶務ガイドサーバ及び端末関係機器等一式　長期借入に係る経費の支出について（１０月分）
1,699,812

人事室 管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムサーバ及び端末関係機器等一式長期借入経費の支出について（１０月分）
871,452

人事室 管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　通話録音装置及び通話録音サーバ等周辺機器（大阪市総務事務センター）　長期借入にかかる経費の支出について（１０月分）
114,576

人事室 管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員情報システムサーバ機及び周辺装置借入経費の支出について（１０月分）
2,159,784

人事室 管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　Ｈ21年度総務局（総務事務管理担当）庁内情報利用パソコン等機器一式継続借入にかかる経費の支出について（１０月分）
3,348

人事室 管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員情報システム用端末機器等借入経費の支出について（１０月分）
1,070,517

人事室 管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムオンラインタイムレコーダ再リース延長の実施及び同経費の支出について（１０月分）
142,646

人事室 管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　庶務ガイドサーバ等関係機器借入（継続）の支出について（１０月分）
113,184

人事室 管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用ファクシミリ借入（継続）経費の支出について（１０月分）
356

人事室 管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　総務事務センター用ファイルサーバ等長期借入経費の支出について（１０月分）
23,544

人事室 管理課 平成26年11月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員児童手当システムサーバ機等一式長期借入経費の支出について（１０月分）
7,884

人事室 管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　光熱水費 総務事務管理業務用　水道料金の支出について（７～９月分）
127,333

人事室 管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用総務事務センター機械警備業務（継続）経費の支出について（１０月分）
21,600

人事室 管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　庶務ガイドサーバ等関係機器保守業務委託（継続）の実施及び同経費の支出について（１０月分）
827,820
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人事室 管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員情報システムソフトウェア一式に係る賃貸借経費の支出について（１０月分）
50,400

人事室 管理課 平成26年11月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 負担金、補助及交付金　分担金 総務事務管理業務用　阿倍野スポーツセンターとの共用部分清掃にかかる経費の支出について（７～９月分）
64,916

人事室 管理課 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用　通勤経路検索ソフトのライセンス更新にかかるソフトウェアの購入経費の支出について
172,800

人事室 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　後納受取人払料金の支出について（１０月分）
776

人事室 管理課 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　後納郵便料金の支出について（１０月分）
93,161

人事室 管理課 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用コピー代の支出について（１０月分）
157,311

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
2,369,328

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
45,243,865

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　光熱水費 総務事務管理業務用　電気料金の支出について（１０月分）
595,262

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用インターネット回線使用料の支出について（10月分）
94,962

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 負担金、補助及交付金　分担金 総務事務管理業務用　総務事務センター設置場所にかかる管理費及び修繕積立金の支出について（１２月分）
894,892

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
13,508,608

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
279,164,175

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
7,781,003

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
66,766,209

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
15,182,742

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
119,610

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
5,105,903

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
46,827,420

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
46,880,457

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
114,930,690

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
194,824,638

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
23,257,380

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
102,847,848

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
21,452,732

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
15,867,951

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
229,160,626

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
47,144,109

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
4,046,846

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
9,637,688

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
1,885,227

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
9,963,597

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
347,737

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
381,876

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
168,613

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
118,924

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
346,540

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
58,149

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
13,486,038

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
882,502

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
9,062,584

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
1,960,568

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
203,113

人事室 管理課 平成26年11月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
3,464,696

人事室 管理課 平成26年11月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
978,248

人事室 管理課 平成26年11月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
25,828,108

人事室 管理課 平成26年11月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
6,025,485

人事室 管理課 平成26年11月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
4,478,858
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人事室 管理課 平成26年11月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
172,143

人事室 管理課 平成26年11月28日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
778,246

人事室 管理課 平成26年11月28日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
156,532

人事室 管理課 平成26年11月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２６年１１月払　共済費事業主負担金の支出について
16,861,840

人事室 職員人材開発センター 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成26年度新任業務主任研修に係る講師謝礼金の支出について（第１回中間払い）
29,540

人事室 職員人材開発センター 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（７～９月分）
48,852

人事室 職員人材開発センター 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 平成26年度 新採用者研修（後期：消防実技研修）用物品（紙帽子ほか1点）の購入にかかる経費の支出について
134,460

人事室 職員人材開発センター 平成26年11月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　燃料費 平成26年度 新採用者研修（後期：消防実技研修）用物品の購入にかかる経費の支出について
26,730

人事室 職員人材開発センター 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成26年度マネジメント力向上研修（計画・組織力向上研修、決断力向上研修）にかかる経費の支出について（階層別研修用）
160,560

人事室 職員人材開発センター 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成26年度マネジメント力向上研修（影響力向上研修）に係る委託料の支出について（階層別研修用）
199,800

人事室 職員人材開発センター 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成26年度マネジメント力向上研修（変革指向向上研修）に係る委託料の支出について（階層別研修用）
199,800

人事室 職員人材開発センター 平成26年11月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成26年度マネジメント力向上研修（創造力向上研修）に係る委託料の支出について（階層別研修用）
199,800

人事室 職員人材開発センター 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 所属・職場研修支援用図書「個を尊重する能力・実力主義の人材戦略」の購入経費の支出について
1,944

人事室 職員人材開発センター 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 職員人材開発センター小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
2,045

人事室 職員人材開発センター 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　食糧費 職員人材開発センター小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
2,040

人事室 職員人材開発センター 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 一般事務用　平成２６年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（１０月分）
131,112

人事室 職員人材開発センター 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 職員人材開発センター小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
360

人事室 職員人材開発センター 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成26年度新任係長研修（グループ別研修）に係る委託料の支出について（階層別研修用）
3,272,400

人事室 職員人材開発センター 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 一般事務用　平成２６年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（１０月分）
8,365

人事室 職員人材開発センター 平成26年11月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 一般事務用　平成２６年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（１０月分）
47,632

人事室 職員人材開発センター 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成26年度事業担当主事補共通実務研修の実施に係る講師謝礼金の支出について（第１回　中間払い）技能職員研修用
83,260

人事室 職員人材開発センター 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成26年度マネジメント力向上研修（分析力向上研修）に係る委託料の支出について（階層別研修用）
196,560

人事室 職員人材開発センター 平成26年11月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成26年度キャリア形成にかかる相談・啓発業務にかかる委託料の支出について（10月分）キャリアデザイン研修用
123,709

人事室 職員人材開発センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　普通旅費 一般事務用　平成26年度大都市研修主管者会議参加に係る旅費の支出について
89,700

人事室 職員人材開発センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（１０月分）
18,144

人事室 職員人材開発センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（平成26年10月分）にかかる経費の支出について
689,480

人事室 職員人材開発センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 一般事務用　阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（１０月分）の支出について
123,874

人事室 職員人材開発センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 使用料及賃借料　使用料 職員人材開発センター研修用パソコン等機器の長期借入に係る経費の支出について（10月分）
156,492

人事室 職員人材開発センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 一般事務用　阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（１０月分）の支出について
47,757

人事室 職員人材開発センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（平成26年10月分）にかかる経費の支出について
267,518

人事室 職員人材開発センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（平成26年10月分）にかかる経費の支出について
574,054

人事室 職員人材開発センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 一般事務用　阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（１０月分）の支出について
86,556

人事室 職員人材開発センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 一般事務用　阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（１０月分）の支出について
86,384

人事室 職員人材開発センター 平成26年11月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（平成26年10月分）にかかる経費の支出について
578,548

経済戦略局 総務課 平成26年11月04日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 経済戦略局分室庁舎における一般事務用複写関連消耗品（経契第Ｑ２０１４－５号）に係る経費の支出決議について（７～９月分）
281,511

経済戦略局 総務課 平成26年11月04日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用複写関連消耗品（コピー代）経費の支出について（９月分）
131,812

経済戦略局 総務課 平成26年11月04日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 経済戦略局分室庁舎における一般事務用複写関連消耗品（経契第Ｑ２０１４－６号）に係る経費の支出について（７～９月分）
96,494

経済戦略局 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 旅費　普通旅費 大学支援事務用市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
7,340

経済戦略局 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスに係る経費の支出について（９月分）
6,998

経済戦略局 総務課 平成26年11月07日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 委託料　委託料 大学支援担当管理用地除草清掃作業業務委託にかかる支出について
104,846

経済戦略局 総務課 平成26年11月12日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（ITM棟）通信サービス経費の支出について（９月分）
10

経済戦略局 総務課 平成26年11月14日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 旅費　普通旅費 平成26年度第1回高等教育改革フォーラムへの出張に係る経費の支出について
29,300

経済戦略局 総務課 平成26年11月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局分室事務用電話代（ＦＡＸ用、１０月分）の支出について
9,998

経済戦略局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局分室庁舎における光熱費（電気代）にかかる所要経費の支出について（１０月分）
102,160

経済戦略局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局分室庁舎における光熱費（水道代）にかかる所要経費の支出について（１０月分）
4,354

経済戦略局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局庁舎（O's棟）における光熱費（電気・空調）にかかる所要経費の支出について（１０月分）
567,578

経済戦略局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局庁舎（ITM棟）における光熱費（電気・空調）にかかる所要経費の支出について（１０月分）
259,310

経済戦略局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁舎（Ｏ’ｓ棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について（１０月分）
1,080
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経済戦略局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（10月分）
166,117

経済戦略局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（10月分）
21,131

経済戦略局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境カラープリンター一式長期借入にかかる経費の支出について（10月分）
19,641

経済戦略局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度経済戦略局庁内情報利用パソコン等機器一式の借入に係る経費の支出について（10月分）
246,986

経済戦略局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度　庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（10月分）
62,777

経済戦略局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度経済戦略局庁内情報利用パソコン等機器一式の借入に係る経費の支出について（10月分）
41,823

経済戦略局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁舎（ＩＴＭ棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について（１０月分）
540

経済戦略局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度中央卸売市場本場業務管理棟にかかる共益費の支出について（１１月分）
2,074,793

経済戦略局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局ＡＴＣ庁舎（ＩＴＭ棟）における不動産賃貸借経費の支出について（１２月分）
3,780,032

経済戦略局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局ＡＴＣ庁舎（Ｏ’ｓ棟）における不動産賃貸借経費の支払について（１２月分）
6,280,803

経済戦略局 総務課 平成26年11月25日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度経済戦略局点字パソコン等機器一式の長期借入（その２）にかかる経費の支出について（10月分）
70,394

経済戦略局 総務課 平成26年11月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 一般事務用総務課所管業務に係る市内出張等交通費の支出について（９月分）
14,398

経済戦略局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
2,500

経済戦略局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
513

経済戦略局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１０月分）
7,739

経済戦略局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１０月分）
59,999

経済戦略局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１０月分）
16,471

経済戦略局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（咲洲庁舎）一般事務用電話代の支出について（９月分）
9,452

経済戦略局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１０月分）
174

経済戦略局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１０月分）
600

経済戦略局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
3,240

経済戦略局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局東京赴任職員公舎（東京公舎）にかかる賃借料の支出について（平成２６年１２月分）
210,000

経済戦略局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 負担金、補助及交付金　分担金 経済戦略局倉庫にかかる衛生組合分担金の支出について（１１月分）
6,000

経済戦略局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
3,578

経済戦略局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１０月分）
64,846

経済戦略局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
300

経済戦略局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 貿易振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１０月分）
1,565

経済戦略局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
5,453

経済戦略局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
216

経済戦略局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,944

経済戦略局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１０月分）
4,988

経済戦略局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１０月分）
82

経済戦略局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１０月分）
8,071

経済戦略局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１０月分）
840

経済戦略局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 報償費　報償金 株式会社大阪市開発公社にかかる関与見直し検討作業チーム会議出席学識経験者に対する報償金の支出について（１０月分）
98,380

経済戦略局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１０月分）
1,112

経済戦略局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局公舎（大阪公舎）にかかる賃借料の支出について（平成２６年１２月分）
128,000

経済戦略局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,941

経済戦略局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
10,854

経済戦略局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
387

経済戦略局 総務課 平成26年11月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 農業事業費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１０月分）
656

経済戦略局 施設整備課 平成26年11月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 保守用平成26年度　大阪市立西スポーツセンター昇降機設備点検整備保守業務委託費（４月～９月分）の支出について
466,560

経済戦略局 施設整備課 平成26年11月06日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 経済戦略局施設整備課事務用市内出張交通費にかかる９月分の支出について
46,118

経済戦略局 施設整備課 平成26年11月06日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 旅費　其他委員等旅費 経済戦略局事務用市内出張交通費（非常勤嘱託職員）にかかる９月分の支出について
8,259

経済戦略局 施設整備課 平成26年11月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

需用費　建物修繕料 建物修繕用長居球技場（キンチョウスタジアム）便所排水管修繕費の支出について
162,000

経済戦略局 施設整備課 平成26年11月26日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 保守用ESCO事業（大阪プール）省エネルギーサービス業務委託にかかる委託料（第２四半期分）の支出について
4,865,346

経済戦略局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　其他委員等旅費 経済戦略局事務用市内出張交通費（ＡＴＣ非常勤嘱託職員）にかかる１０月分の支出について
8,032

経済戦略局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 経済戦略局施設整備課事務用市内出張交通費にかかる１０月分の支出について
53,602
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経済戦略局 施設整備課 平成26年11月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 旅費　其他委員等旅費 経済戦略局事務用市内出張交通費（非常勤嘱託職員）にかかる１０月分の支出について
18,163

経済戦略局 企画課 平成26年11月07日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市中小企業対策審議会用　委員報酬等の支出について（平成26年9月30日分）
224,070

経済戦略局 企画課 平成26年11月07日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 大阪市中小企業対策審議会用　委員報酬等の支出について（平成26年9月30日分）
5,260

経済戦略局 企画課 平成26年11月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　使用料 企業情報データベースシステムにかかるサービス提供業務委託長期継続にかかる支出について（平成26年10月分）
243,000

経済戦略局 観光課 平成26年11月05日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 負担金、補助及交付金　会費 観光事業用平成26年度大都市観光協議会総会出席に伴う参加費の支出について
10,000

経済戦略局 観光課 平成26年11月13日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 需用費　消耗品費 観光事業用　寄附者への感謝状送付にかかる賞状筒他１点の物品買入にかかる支出について
48,878

経済戦略局 観光課 平成26年11月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度大阪・光の饗宴（特別プログラム）の実施にかかる分担金の支出について（２回目／全２回）
103,200,000

経済戦略局 観光課 平成26年11月18日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 報償費　報償金 天王寺公園エントランスエリア魅力創造・管理運営事業予定者選定委員会（第３回）の開催に伴う報償金の支出について（平成２６年１０月１５日実施分）
79,555

経済戦略局 観光課 平成26年11月21日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 使用料及賃借料　使用料 観光魅力向上のための歴史・文化的まちなみ創出事業ワークショップ開催にかかる所要経費の支出について（平成26年9月10日実施分）
2,060

経済戦略局 観光課 平成26年11月25日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟における事務用後納郵便料金（10月分）の支出について
27,621

経済戦略局 観光課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　市内出張等交通費の支出について（９月分）
154,718

経済戦略局 観光課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用平成26年度大都市観光協議会総会への出張命令及び同所要経費の支出について
18,020

経済戦略局 観光課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　「信州上田　大坂の陣400年記念事業　真田幸村公大阪城入城イベント」への出張及び同経費の支出について
3,200

経済戦略局 観光課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　特別旅費 観光事業用　職員の海外出張及び同経費の支出にかかる変更決議ついて
203,920

経済戦略局 観光課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
930

経済戦略局 観光課 平成26年11月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 報償費　報償金 観光魅力向上のための歴史・文化的まちなみ創出事業　観光魅力部会（第1回）の開催に伴う報償金の支出について（平成26年8月28日実施分）
32,730

経済戦略局 観光課 平成26年11月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 報償費　報償金 観光魅力向上のための歴史・文化的まちなみ創出事業　観光魅力部会（第2回）の開催に伴う報償金の支出について（平成26年10月6日実施分）
33,490

経済戦略局 観光課 平成26年11月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 報償費　報償金 豊臣石垣公開事業に伴う近世遺構面の調査指導にかかる文化庁係官派遣経費の支出について
23,150

経済戦略局 観光課 平成26年11月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 報償費　報償金 観光魅力向上のための歴史・文化的まちなみ創出事業有識者会議（準備会）の開催に伴う報償金の支出について（平成26年7月18日実施分）
66,580

経済戦略局 文化課 平成26年11月04日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　夏休み親子ペア文楽鑑賞優待事業の実施に伴う使用料の支出について
2,628,150

経済戦略局 文化課 平成26年11月04日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　青少年のための文楽鑑賞教室の実施に伴う使用料の支出について
2,600,910

経済戦略局 文化課 平成26年11月04日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 需用費　光熱水費 東洋陶磁美術振興基金管理施設維持管理用電気使用料の支出について（１０月分）
131

経済戦略局 文化課 平成26年11月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 文化課業務にかかる市内出張等交通費の支出について（９月分）
47,910

経済戦略局 文化課 平成26年11月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　建物修繕料 史跡難波宮跡身体障がい者用トイレドア修繕にかかる経費の支出について
189,000

経済戦略局 文化課 平成26年11月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成２６年度史跡難波宮跡等一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる委託料の部分払（第１回中間）の支出について
402,977

経済戦略局 文化課 平成26年11月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成２６年度史跡難波宮跡等一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる委託料の部分払（第１回中間）の支出について
4,071

経済戦略局 文化課 平成26年11月06日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 需用費　消耗品費 平成26年度新美術館研究資料用国内雑誌の購入経費の支出について（平成26年10月分）
5,980

経済戦略局 文化課 平成26年11月12日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成26年度クラシック音楽普及促進事業業務委託にかかる委託料の支出について（２／２回）
5,556,602

経済戦略局 文化課 平成26年11月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（劇団大阪）
100,000

経済戦略局 文化課 平成26年11月21日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 泉布観地区維持管理用水道料金の支出について（１０月分）
3,144

経済戦略局 文化課 平成26年11月21日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 泉布観地区維持管理用水道料金の支出について（１０月分）
1,969

経済戦略局 文化課 平成26年11月21日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成26年度　オーケストラ鑑賞会企画運営業務委託にかかる委託料の支出について（２／２回）
5,502,857

経済戦略局 文化課 平成26年11月21日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 使用料及賃借料　使用料 近代美術館（仮称）美術作品等管理・学術研究用電子計算機処理システム一式借入経費の支出について（10月分）
13,608

経済戦略局 文化課 平成26年11月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 委託料　委託料 平成26年度サントリーポスターコレクション作品保管業務委託経費の支出について（10月分）
857,113

経済戦略局 文化課 平成26年11月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 使用料及賃借料　使用料 第3回＜こどもとアート＞の現場を考える開催にかかる会場使用経費の支出について
97,000

経済戦略局 文化課 平成26年11月26日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 需用費　消耗品費 大阪新美術館研究資料用海外雑誌の購入経費の支出について（11月分）
108,000

経済戦略局 文化課 平成26年11月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 需用費　消耗品費 区役所連携ワークショップ用はさみ外２点買入経費の支出について
18,759

経済戦略局 文化課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 文化部事務用　後納郵便料金（10月分）の支出について
46,846

経済戦略局 文化課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,814

経済戦略局 文化課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 委託料　委託料 東洋陶磁美術振興基金管理施設機械警備業務委託（長期継続）にかかる委託料の支出について（１０月分）
3,240

経済戦略局 立地推進担当 平成26年11月07日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 委託料　委託料 平成２６年度企業等誘致・集積推進事業業務委託（その２）にかかる経費の支出について（第３回分）
9,608,000

経済戦略局 立地推進担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 立地推進担当用　アジア太平洋トレードセンター構内配線使用料（ビジネスサポートオフィス用）の支出について（１０月分）
3,240

経済戦略局 立地推進担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 立地推進用　アジア太平洋トレードセンター賃借料の支出に係る支出について（ビジネスサポートオフィス）（１２月分）
1,017,960

経済戦略局 事業創出担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 事業創出担当業務にかかる市内出張交通費等の支出について（９月分）
12,798

経済戦略局 事業創出担当 平成26年11月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪駅前第３ビル１６階本市区分所有施設の管理費及び修繕積立金にかかる支出について（１１月分）
392,643

経済戦略局 事業創出担当 平成26年11月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　光熱水費 大阪デザイン振興プラザ事業にかかる光熱費・空調費（平成26年10月分）の支出について
163,890

経済戦略局 事業創出担当 平成26年11月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 エイジレスセンター（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（１２月分）
30,906,866

経済戦略局 事業創出担当 平成26年11月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 クリエイティブ産業創出・育成支援事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成26年11月分）
2,743,567
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経済戦略局 事業創出担当 平成26年11月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪デザイン振興プラザ事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成26年12月分）
16,825,142

経済戦略局 事業創出担当 平成26年11月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ソフト産業プラザ事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成26年12月分）
6,817,036

経済戦略局 事業創出担当 平成26年11月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪環境産業振興センター（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（１２月分）
18,406,440

経済戦略局 イノベーション担当 平成26年11月05日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 役務費　通信運搬費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業者向け通信サービスの使用にかかる経費の支出について（9月分）
6,998

経済戦略局 イノベーション担当 平成26年11月07日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 報償費　報償金 平成26年度大阪市イノベーション創出支援補助金検討会における専門家への意見聴取に対する報償金の支出について
13,095

経済戦略局 イノベーション担当 平成26年11月10日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 役務費　通信運搬費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する電話回線の利用にかかる経費の支出について（10月分）
31,881

経済戦略局 イノベーション担当 平成26年11月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 旅費　普通旅費 イノベーション担当業務用市内出張交通費の支出について（平成２６年８月分）
26,980

経済戦略局 イノベーション担当 平成26年11月26日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 株式会社ＫＭＯとの定期賃貸借契約に係る経費の支出について（平成26年12月分）
2,236,878

経済戦略局 イノベーション担当 平成26年11月26日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 負担金、補助及交付金　分担金 株式会社ＫＭＯとの定期賃貸借契約に係る経費の支出について（平成26年12月分）
745,626

経済戦略局 イノベーション担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 需用費　光熱水費 大阪イノベーションハブにおける電気代の支出について（平成26年10月分）
158,844

経済戦略局 イノベーション担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 需用費　光熱水費 大学と連携した人材育成中核拠点用大阪駅前第２ビル光熱費（１０月分）の支出について
26,494

経済戦略局 イノベーション担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 委託料　委託料 平成２６年度大阪イノベーションハブ清掃等業務委託に係る経費の支出について（平成２６年１０月分）
69,897

経済戦略局 イノベーション担当 平成26年11月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 負担金、補助及交付金　分担金 大学と連携した人材育成中核拠点用大阪駅前第２ビル分担金（１１月分）の支出について
1,080,559

経済戦略局 国際担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 中華人民共和国上海市への海外出張にかかる所要経費の支出について（追給・立替払い）
1,281

経済戦略局 国際担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　食糧費 中華人民共和国上海市への海外出張にかかる所要経費の支出について（追給・立替払い）
2,077

経済戦略局 国際担当 平成26年11月10日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 中華人民共和国上海市への海外出張にかかる所要経費の支出について（追給・立替払い）
2,367

経済戦略局 国際担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 大阪・サンパウロ姉妹都市提携45周年事業にかかる海外出張中に要する経費の資金前渡にかかる支出について（立替払・追給分）
9,600

経済戦略局 国際担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 海外出張等対応用パソコン等機器一式及び海外出張等対応用パソコン用ソフトウェアの買入にかかる支出について
51,246

経済戦略局 国際担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 備品購入費　庁用器具費 海外出張等対応用パソコン等機器一式及び海外出張等対応用パソコン用ソフトウェアの買入にかかる支出について
139,698

経済戦略局 国際担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員（翻訳・通訳）及び国際交流員にかかる市内出張等交通費の支出について（１０月分）
3,276

経済戦略局 国際担当 平成26年11月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 日本貿易振興機構への出張旅費の支出について（平成26年10月24日実施分）
58,480

経済戦略局 国際担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　損害保険料 平成２６年度　外国青年招致事業に係る「JET傷害保険負担金」（再任用者分）の支出について
25,180

経済戦略局 国際担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度　外国青年招致事業に係る渡航費用負担金（４月期来日）の支出について
54,040

経済戦略局 国際担当 平成26年11月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度外国青年招致事業に係る人員割会費（再任用者分）の支出について
72,000

経済戦略局 国際担当 平成26年11月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ輸入住宅促進センター事業にかかる不動産賃借料の支出について（平成26年12月分）
14,043,376

経済戦略局 国際担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 委託料　委託料 「OSAKA留学生ネット」保守及び運用支援業務委託にかかる経費の支出について(10月分)
32,400

経済戦略局 国際担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 「OSAKA留学生ネット」サーバ借入（ホスティングサービス）の経費の支出について(10月分)
19,440

経済戦略局 地域産業課 平成26年11月05日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 旅費　普通旅費 地域産業課（農業担当）市内出張交通費等の支出について（平成２６年９月分）
19,136

経済戦略局 地域産業課 平成26年11月07日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 負担金、補助及交付金　補助金 水源対策事業（巽東４丁目２号）に対する補助金の支出について
1,175,000

経済戦略局 地域産業課 平成26年11月07日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 泉尾賃貸工場もと駐車場用地土地履歴調査業務委託の実施にかかる経費の支出について
626,400

経済戦略局 地域産業課 平成26年11月07日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪皮革産業会館建物明渡請求事件にかかる和解金残金の支出について
10,000,000

経済戦略局 地域産業課 平成26年11月10日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪商店街にぎわいキャンペーンにかかる経費の支出について
3,500,000

経済戦略局 地域産業課 平成26年11月12日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 負担金、補助及交付金　補助金 水源対策事業（浜３丁目３号）に対する補助金の支出について
292,000

経済戦略局 地域産業課 平成26年11月12日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 負担金、補助及交付金　補助金 水源対策事業（住道矢田８丁目６号）に対する補助金の支出について
1,270,000

経済戦略局 地域産業課 平成26年11月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 「もと購買施設（西成区）・もと北津守の里」微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等処理業務委託にかかる支出について
1,604,340

経済戦略局 地域産業課 平成26年11月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 「もと購買施設（西成区）・もと北津守の里」微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等収集運搬業務委託にかかる支出について
745,200

経済戦略局 地域産業課 平成26年11月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　其他委員等旅費 地域産業課（嘱託職員）市内出張交通費等の支出について（平成２６年１０月分）
3,180

経済戦略局 地域産業課 平成26年11月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課（商業・小売市場担当）市内出張交通費等の支出について（平成２６年９月分）
50,150

経済戦略局 地域産業課 平成26年11月19日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成26年度地域商業活性化推進事業　先進事例現地調査に係る専門家への報償金の支出について（８～９月分）
397,810

経済戦略局 地域産業課 平成26年11月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　光熱水費 もと購買施設（西成区）・もと北津守の里電気料の支出について（9月1日～9月29日）
1,359

経済戦略局 地域産業課 平成26年11月21日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課（工業担当）市内出張交通費等の支出について（平成26年9月分）
24,650

経済戦略局 地域産業課 平成26年11月21日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課（工業担当）市内出張交通費等の支出について（平成26年8月分）
14,688

経済戦略局 地域産業課 平成26年11月21日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 工業研究所費 旅費　普通旅費 地域産業課（工業担当）市内出張交通費等の支出について（平成26年9月分）
430

経済戦略局 地域産業課 平成26年11月21日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 工業研究所費 旅費　普通旅費 地域産業課（工業担当）市内出張交通費等の支出について（平成26年8月分）
310

経済戦略局 地域産業課 平成26年11月21日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　消耗品費 浪速東工場アパート維持管理に伴うネットフェンス等買入経費の支出について
91,800

経済戦略局 地域産業課 平成26年11月21日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 農業事業費 需用費　印刷製本費 大阪市なにわの伝統野菜認証表示シールの印刷にかかる経費の支出について
45,360

経済戦略局 地域産業課 平成26年11月21日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 農業事業費 需用費　印刷製本費 大阪市なにわの伝統野菜リーフレット（野菜編）及びポスター印刷にかかる経費の支出について
37,800

経済戦略局 地域産業課 平成26年11月26日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 需用費　消耗品費 大阪市中小企業技能功労者表彰にかかる丸筒外１点買入経費の支出について
8,710
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経済戦略局 地域産業課 平成26年11月26日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 需用費　印刷製本費 「大阪市中小企業技能功労者表彰にかかる受賞者名簿外１点印刷」にかかる経費の支出について
130,896

経済戦略局 地域産業課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課(地域産業担当)及び工業研究所評価委員会事務用市内出張交通費等の支出について(平成２６年８月分)
5,300

経済戦略局 地域産業課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 委託料　委託料 平成26年度もと玉出公設市場機械警備業務委託にかかる支出について（１０月分）
51,300

経済戦略局 地域産業課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 工業研究所費 旅費　普通旅費 地域産業課(地域産業担当)及び工業研究所評価委員会事務用市内出張交通費等の支出について(平成２６年８月分)
680

経済戦略局 地域産業課 平成26年11月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　印刷製本費 大阪卸売業活力向上事業用チラシ印刷にかかる経費の支出について
93,744

経済戦略局 計量検査所 平成26年11月04日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 第３回「はかる」シンポジウムにおいて使用する参加票（通常はがき）の購入にかかる経費の支出について
31,200

経済戦略局 計量検査所 平成26年11月07日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 計量検査所事務用　複写関連消耗品（コピー代金）経費の支出について（９月分）
16,761

経済戦略局 計量検査所 平成26年11月14日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 負担金、補助及交付金　会費 計量検査所啓発事業用平成26年度計量フェスタ事業における第40回鶴見区民まつりの参加費の支出について
6,950

経済戦略局 計量検査所 平成26年11月20日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 委託料　委託料 平成26年度計量検査所昇降機保守点検業務の支出について（第１回目分／全２回）
180,144

経済戦略局 計量検査所 平成26年11月21日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　水道料金の支払いについて（１０月分）
1,901

経済戦略局 計量検査所 平成26年11月21日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　水道料金の支払いについて（１０月分）
3,796

経済戦略局 計量検査所 平成26年11月25日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　電気料金の支払いについて（平成２６年１０月分）
98,863

経済戦略局 計量検査所 平成26年11月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 計量啓発事業用　平成26年度計量フェスタ事業用会場設営物品運送業務委託の実施にかかる経費の支出について
47,671

経済戦略局 計量検査所 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 計量検査所指導用「新版　計量関係法令例規集　Ｑ＆Ａ編」４７‐４９号の買入経費の支出について
14,598

経済戦略局 計量検査所 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 計量検査所指導用「日本農林規格表示基準・食品編」追録２８５～２８６号の購入経費の支出について
8,467

経済戦略局 計量検査所 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 計量検査所指導用「新版　計量関係法令例規集　事項別解決編」５２‐５５号の購入経費の支出について
17,528

経済戦略局 計量検査所 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 計量検査所事務用　郵便後納料金の支払いについて（１０月分）
574

経済戦略局 計量検査所 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 使用料及賃借料　使用料 計量器定期検査業務用特定計量器定期検査事務管理システムソフトウェア借入経費の支出について（１０月分）
48,300

経済戦略局 企業支援課 平成26年11月14日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 役務費　通信運搬費 企業支援事務用 大阪市庁内情報通信ネットワークにおける小規模事業者向け通信サービスにかかる通信運搬費の支出について（平成26年9月分）
6,998

経済戦略局 企業支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 旅費　普通旅費 企業支援課業務にかかる市内出張旅費(９月分)の支出について
21,829

経済戦略局 企業支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 旅費　普通旅費 企業支援課業務にかかる市内出張旅費(９月分)の支出について
2,640

経済戦略局 企業支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について(８月分)
7,201

経済戦略局 企業支援課 平成26年11月21日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について(８月分)
9,729

経済戦略局 企業支援課 平成26年11月26日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 報償費　報償金 平成26年度第１回大阪産業創造館指定管理予定者選定委員会にかかる委員報償金の支出について
50,995

経済戦略局 企業支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 役務費　通信運搬費 企業支援・金融事務用 後納郵便利用料の支出について（１０月分）
982

経済戦略局 企業支援課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 役務費　通信運搬費 企業支援・金融事務用 後納郵便利用料の支出について（１０月分）
9,440

経済戦略局 金融課 平成26年11月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 金融事業費 負担金、補助及交付金　信用保証協会補助金 大阪信用保証協会に対する補助金の支出について（代位弁済補助/第２四半期分）
192,822,461

経済戦略局 スポーツ課 平成26年11月11日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　普通旅費 スポーツ事務用　市内出張等交通費（９月分）の支出について
98,302

経済戦略局 スポーツ課 平成26年11月11日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

旅費　其他委員等旅費 スポーツ事務用　市内出張等交通費（９月分）の支出について
810

経済戦略局 スポーツ課 平成26年11月12日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度市長杯市民ソフトバレーボール大会にかかる経費の支出について
450,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年11月14日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,196

経済戦略局 スポーツ課 平成26年11月14日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料
スポーツ施設管理用　大阪市立東住吉スポーツセンター・大阪市立西屋内プール・大阪市立阿倍野屋内プール管理運営にかかる業務代行料の支出について（第２四半期
分） 7,393,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年11月14日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料
スポーツ施設管理用東成スポーツセンター・旭スポーツセンター・東成屋内プール・旭屋内プールその他2施設管理運営にかかる業務代行料の支出について（第２四半期
分） 22,369,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年11月14日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料
スポーツ施設管理用東成スポーツセンター・旭スポーツセンター・東成屋内プール・旭屋内プールその他2施設管理運営にかかる業務代行料の支出について（第２四半期
分） 40,451,725

経済戦略局 スポーツ課 平成26年11月14日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料
スポーツ施設管理用　大阪市立東住吉スポーツセンター・大阪市立西屋内プール・大阪市立阿倍野屋内プール管理運営にかかる業務代行料の支出について（第２四半期
分） 16,149,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年11月14日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料
スポーツ施設管理用　大阪市立東住吉スポーツセンター・大阪市立西屋内プール・大阪市立阿倍野屋内プール管理運営にかかる業務代行料の支出について（第２四半期
分） 13,151,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年11月21日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オータム･チャレンジ･スポーツ2014（大阪市グラウンドゴルフ連合会）にかかる会場使用料の支出について
12,060

経済戦略局 スポーツ課 平成26年11月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オータム・チャレンジ・スポーツ2014市民体育功労者表彰にかかる施設使用料の支出について
31,000

経済戦略局 スポーツ課 平成26年11月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 スポーツ施設管理用　淀川スポーツセンターに係る不動産賃借料の支出について（１１月分）
13,880,592

経済戦略局 スポーツ課 平成26年11月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度スポーツ施設予約システム機器４機種借入（再リース）の支出について（10月分）
4,179

経済戦略局 スポーツ課 平成26年11月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 スポーツ情報・施設利用ネットワークシステム機器一式　長期借入料の支出について（１０月分）
1,679,701

経済戦略局 スポーツ課 平成26年11月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 スポーツ情報・施設利用ネットワークシステム機器一式　長期借入料の支出について（１０月分）
191,567

経済戦略局 スポーツ課 平成26年11月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 スポーツ情報・施設利用ネットワークシステム機器一式　長期借入料の支出について（１０月分）
10,200

経済戦略局 スポーツ課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 スポーツ部事務用　後納郵便料金（１０月分）の支出について
34,509

経済戦略局 スポーツ課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成26年度 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムに係る電子媒体等警備輸送業務委託料の支出について(10月分)
67,050

経済戦略局 スポーツ課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムＡＳＰサービス提供一式　長期継続料の支出について（10月分）
369,053

経済戦略局 スポーツ課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 報償費　報償金 第２回大阪市経済戦略局スポーツ施設指定管理予定者選定会議の委員報償金の支出について（平成26年10月31日実施分）
64,020

経済戦略局 スポーツ課 平成26年11月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度阿倍野スポーツセンター管理費等の分担金の支出について（12月分）
4,058,891
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経済戦略局 スポーツ課 平成26年11月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムＡＳＰサービス提供一式　長期継続料の支出について（10月分）
742,618

経済戦略局 スポーツ課 平成26年11月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムＡＳＰサービス提供一式　長期継続料の支出について（10月分）
16,929

経済戦略局 南港市場 平成26年11月04日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用ギヤプーラー外４５点の購入経費の支出について
658,044

経済戦略局 南港市場 平成26年11月05日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用リミットスイッチ外２４点の購入費の支出について
577,292

経済戦略局 南港市場 平成26年11月06日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 負担金、補助及交付金　会費 市場運営用全国食肉市場長連絡協議会出席に伴う会費の支出について
5,000

経済戦略局 南港市場 平成26年11月07日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用ボールバルブ外３８点の購入経費の支出について
1,029,888

経済戦略局 南港市場 平成26年11月13日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用感熱ロール紙の購入費の支出について
12,182

経済戦略局 南港市場 平成26年11月14日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 旅費　普通旅費 と畜場、食鳥処理場におけるＨＡＣＣＰ導入研修会出席に伴う旅費の支出について
29,240

経済戦略局 南港市場 平成26年11月14日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用食肉加工用ナイフの購入経費（概算契約）の支出について（第１回）
702,000

経済戦略局 南港市場 平成26年11月14日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
8,200

経済戦略局 南港市場 平成26年11月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設維持管理用大阪市中央卸売市場南港市場情報処理設備保守委託費の支出について（第１回中間払い）
1,231,200

経済戦略局 南港市場 平成26年11月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　燃料費 施設管理用灯油第３四半期買入（概算契約）の実施及び所要経費の支出について
284,796

経済戦略局 南港市場 平成26年11月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場胃内容物処理等業務委託費の支出について（１０月分）
314,999

経済戦略局 南港市場 平成26年11月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場構内等清掃等業務委託費の支出について（１０月分）
665,999

経済戦略局 南港市場 平成26年11月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場とちく関連処理等業務委託費の支出について（１０月分）
3,996,000

経済戦略局 南港市場 平成26年11月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用塩化第２鉄下半期買入（概算契約）の実施及び所要経費の支出について（１０月分）
189,961

経済戦略局 南港市場 平成26年11月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設管理用南港市場福利厚生棟保安室電気使用にかかる費用の支出について（９月分）
3,181

経済戦略局 南港市場 平成26年11月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成２６年度大阪市中央卸売市場南港市場空調設備保守点検等業務委託の実施及び所要経費の支出について（１０月分）
260,820

経済戦略局 南港市場 平成26年11月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場冷蔵庫設備運転管理業務委託の実施及び同経費の支出について（１０月分）
540,000

経済戦略局 南港市場 平成26年11月21日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場管理用天然ゴム手袋買入（概算契約）の経費の支出について（第３回）
321,460

経済戦略局 南港市場 平成26年11月21日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場管理用食肉加工用手袋買入（概算契約）の経費の支出について（第３回）
394,740

経済戦略局 南港市場 平成26年11月21日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設維持管理用大阪市中央卸売市場南港市場中央監視業務委託費の支出について（１０月分）
2,955,420

経済戦略局 南港市場 平成26年11月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用食品機械用油圧作動油外８点の購入経費の支出について
787,968

経済戦略局 南港市場 平成26年11月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用カラーデジタル複合機コピー代の支出について（１０月分）
32,814

経済戦略局 南港市場 平成26年11月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　燃料費 施設管理用食品機械用油圧作動油外８点の購入経費の支出について
3,240

経済戦略局 南港市場 平成26年11月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用工業用水道の支払いについて（10月分）
486,734

経済戦略局 南港市場 平成26年11月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用下水道料金の支払いについて（10月分）
7,333,057

経済戦略局 南港市場 平成26年11月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 施設管理用食品機械用油圧作動油外８点の購入経費の支出について
87,156

経済戦略局 南港市場 平成26年11月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場バス運行業務委託（概算契約）の支出について（１０月分）
1,064,448

経済戦略局 南港市場 平成26年11月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場市場施設衛生管理業務委託費の支出について（１０月分）
759,599

経済戦略局 南港市場 平成26年11月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用カラープリンタ長期借入経費の支出について（10月分）
1,680

経済戦略局 南港市場 平成26年11月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（10月分）
10,849

経済戦略局 南港市場 平成26年11月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（10月分）
58,830

経済戦略局 南港市場 平成26年11月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用ファクシミリ機器長期借入経費の支出について（10月分）
11,383

経済戦略局 南港市場 平成26年11月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（10月分）
3,126

経済戦略局 南港市場 平成26年11月26日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成２６年度大阪市中央卸売市場南港市場焼却処理施設運転管理業務委託の実施及び所要経費の支出について（１０月分）
1,263,600

経済戦略局 南港市場 平成26年11月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用作業衣外３点の購入経費の支出について
716,472

経済戦略局 南港市場 平成26年11月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用銃砲火薬の購入経費の支出について（10月分）
149,688

経済戦略局 南港市場 平成26年11月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場技術職員作業衣等洗濯業務委託費の支出について（10月分）
263,754

経済戦略局 南港市場 平成26年11月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 南港市場産業廃棄物（燃え殻） 終処分にかかる所要経費の支出について（第7回）
16,632

経済戦略局 南港市場 平成26年11月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 南港市場産業廃棄物（ばいじん） 終処分にかかる所要経費の支出について（第7回）
16,632

経済戦略局 南港市場 平成26年11月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場解体室等清掃業務委託費の支出について（10月分）
4,521,869

経済戦略局 南港市場 平成26年11月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（燃え殻・ばいじん）収集運搬業務委託費の支出について（10月分）
38,880

経済戦略局 南港市場 平成26年11月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（動物系固形不要物・汚泥）収集運搬業務委託費の支出について（10月分）
1,279,886

経済戦略局 南港市場 平成26年11月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成２６年度大阪市中央卸売市場南港市場汚水処理施設運転管理業務委託（その２）の実施及び所要経費の支出について（１０月分）
1,398,600

経済戦略局 南港市場 平成26年11月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用南港市場牛頭部粉砕業務委託の実施及び同経費の支出について（10月分）
393,822

経済戦略局 南港市場 平成26年11月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）の支出について（１０月分）
2,616,948

経済戦略局 南港市場 平成26年11月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用南港市場豚内臓処理等業務委託の実施及び同経費の支出について（１０月分）
830,550
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経済戦略局 南港市場 平成26年11月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場ボイラー設備運転管理業務委託の実施及び同経費の支出について（１０月分）
541,620

経済戦略局 南港市場 平成26年11月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（動物系固形不要物・汚泥）処分業務委託費の支出について（１０月分）
5,550,963

経済戦略局 南港市場 平成26年11月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場施設警備業務委託の実施及び経費の支出について（１０月分）
3,197,880

経済戦略局 南港市場 平成26年11月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場雑排水管設備等清掃等業務委託費の支出について（10月分）
1,044,900

経済戦略局 南港市場 平成26年11月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場自動体外式除細動器（AED)一式長期借入契約の所要経費の支出について（１０月分）
4,968

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（7月分その2）
52,546

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（6月分その2）
38,218

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（8月分）
225,525

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（5月分その2）
20,758

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（7月分その2）
64,408

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（5月分その2）
34,920

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（6月分その2）
8,730

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（8月分）
123,384

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（7月分その2）
94,894

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　費用弁償 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（6月分その2）
29,200

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　費用弁償 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（5月分その2）
73,430

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　費用弁償 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（7月分その2）
95,292

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　費用弁償 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（8月分）
129,006

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　費用弁償 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（7月分その2）
71,435

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　費用弁償 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（8月分）
51,834

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　費用弁償 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（7月分その2）
39,013

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年11月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　費用弁償 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（6月分その2）
29,200

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 大阪府市大都市局事務用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
91,024

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン（２７台）借入経費の支出について（長期借入）【10月分】
38,969

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年11月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン借入経費の支出について（長期借入）【10月分】
225,915

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年11月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 大阪府・大阪市特別区設置協議会の協議状況の報告等にかかる出張旅費の支出について（平成26年10月28日）
58,460

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年11月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　通信運搬費 大阪府市大都市局事務用　料金後納郵便経費の支出について（10月分）
980

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅲ　5000CPS）代の支出について（10月分）
41,119

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅳ　7080CPS）代の支出について（10月分）
71,166

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅳ　C4470）代の支出について（10月分）
23,990

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅳ　7080 CPS）代の支出について（10月分）
98,902

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年11月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　一般事務物品の購入経費の支出について
35,866

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 大阪府市大都市局事務用　市内等出張交通費の支出について（10月分）
93,572

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成26年11月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　通信運搬費 大阪府市大都市局広報事務用　無線通信経費の支出について（10月分）
3,693


