
平成26年度（平成27年01月）　公金支出情報

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

総務局 公文書館 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 大阪市公文書館公文書燻蒸等処理業務委託にかかる経費の支出について
896,400

総務局 公文書館 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　其他委員等旅費 公文書館事務用市内出張交通費の支出について（９～１２月分）
2,940

総務局 公文書館 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公文書館施設管理用機械警備等業務委託料の支出について（１２月分）
6,480

総務局 公文書館 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 公文書館事務用　コピー代の支出について（１２月分）
4,919

総務局 公文書館 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公文書館維持管理用清掃業務委託にかかる経費の支出について（12月分）
123,120

総務局 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　IP電話回線使用料の支出について（11月分）
1,088,223

総務局 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　IP電話内線網使用料の支出について（11月分）
37,116

総務局 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（公文書館１１月分）
6,998

総務局 総務課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（１１月分）
97,002

総務局 総務課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 庁舎設備管理事務用　ブラインド買入にかかる経費の支出について
135,853

総務局 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　筆耕翻訳料 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」会議録作成に係る経費の支出について（第55回）
23,975

総務局 総務課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 指定都市関係事務用　指定都市市長会・中核市市長会・全国特例市市長会勉強会の出席に係る出張旅費の支出について
29,600

総務局 総務課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 指定都市関係事務に係る職員公舎用建物賃借の不動産賃借料の支出について（平成27年２月分）
131,000

総務局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」に係る経費の支出について（第56～57回）
166,355

総務局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 大阪市ICT戦略の策定にかかる指導・助言経費の支出について（ICT活用推進用）
23,765

総務局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」に係る経費の支出について（第56～57回）
1,680

総務局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
7,819

総務局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　食糧費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
1,500

総務局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　印刷製本費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
10,000

総務局 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」に係る経費の支出について（第58回）
118,825

総務局 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」に係る経費の支出について（第58回）
1,200

総務局 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎警備業務委託にかかる経費の支出について（12月分）
655,510

総務局 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎警備業務委託にかかる経費の支出について（12月分）
4,630,880

総務局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務（害虫駆除含む）委託にかかる経費の支出について（12月分）
320,967

総務局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務（害虫駆除含む）委託にかかる経費の支出について（12月分）
13,155

総務局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体総括事務用　特別参与の報酬の支出について（平成26年12月分）
69,840

総務局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　筆耕翻訳料 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」会議録作成に係る経費の支出について（第56回）
21,577

総務局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務（害虫駆除含む）委託にかかる経費の支出について（12月分）
2,296,758

総務局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理事務用　自動体外式除細動器の長期借入経費の支出について（12月分）
6,720

総務局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎設備管理事務用　大阪市役所本庁舎昇降機設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（12月分）
1,343,520

総務局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎一般廃棄物収集運搬業務にかかる経費の支出について（第３四半期分）
93,680

総務局 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 大阪市ICT戦略の策定にかかる指導・助言依頼に伴う出張経費の支出について（ICT活用推進用）
66,380

総務局 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎電気使用料の支出について（12月分）
11,434,719

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
66,230

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
292,930

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
11,520

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
87,140

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
1,160

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
4,960

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
840

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
33,360

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
4,460

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
98,170

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
2,852,988

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
9,280

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
6,900

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
8,940

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
238,160
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総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
23,420

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
3,500

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
49,230

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
55,230

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
21,940

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
14,480

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
290,820

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
78,130

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
56,900

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
59,260

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
11,580

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
12,120

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
8,060

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
96,090

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
7,180

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
6,560

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
5,720

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
17,630

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
90,910

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
39,930

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
24,960

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
3,840

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
14,140

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
33,090

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
24,580

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
55,120

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
27,930

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
22,160

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
63,600

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
9,710

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
88,390

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
37,050

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
41,170

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
22,420

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
26,840

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
12,340

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
101,570

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
35,190

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
15,110

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
10,570

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
28,710

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
26,900

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
641,030

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
6,370

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
7,240

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
12,690

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
19,700

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
2,870
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総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
10,440

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
129,240

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
6,030

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
29,370

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
4,650

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
37,270

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
14,000

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
15,640

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
36,310

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
4,720

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
28,220

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
43,080

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
30,580

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
14,030

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
465,870

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
2,040

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
124,550

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
95,590

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
207,400

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
2,120

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
19,270

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
14,480

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
11,600

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
91,420

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
3,000

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
38,130

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
32,700

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
266,300

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
43,500

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
39,810

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
103,660

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
34,320

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
52,730

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
2,600

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
7,290

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
14,510

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
1,360

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
21,180

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
93,350

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
47,460

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
14,000

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
5,200

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
76,470

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
32,390

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
8,390

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
13,250

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
109,550

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
34,730
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総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
220,840

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
6,660

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
18,380

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
477,620

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
28,920

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
151,060

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
114,042

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
16,850

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
5,580

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
7,040

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
9,240

総務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
121,430

総務局 総務課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
24,930

総務局 総務課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
3,440

総務局 総務課 平成27年01月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
75,930

総務局 総務課 平成27年01月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
1,240

総務局 総務課 平成27年01月29日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
4,600

総務局 総務課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
20,540

総務局 総務課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その２）
2,520

総務局 総務課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支払いについて（10～11月分　その１）
26,230

総務局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成23年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（１２月分）
57,251

総務局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成22年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（１２月分）
267,553

総務局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」に係る経費の支出について（第59回）
95,060

総務局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」に係る経費の支出について（第59回）
720

総務局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（１２月分）
7,800

総務局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（１２月分）
89,410

総務局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　新聞の購読にかかる経費の支出について（第３四半期分）
185,913

総務局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（１２月分）
46,223

総務局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（公文書館１２月分）
5,130

総務局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　筆耕翻訳料 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」会議録作成に係る経費の支出について（第57回）
19,180

総務局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成22年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（１２月分）
231,613

総務局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成23年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（１２月分）
22,634

総務局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用端末機等（視覚障がい者用）長期借入にかかる経費の支出について（12月分）
56,894

総務局 行政課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 市民情報プラザ事務処理端末インターネット回線使用料の支払いについて（11月１日～11月30日使用分）
6,231

総務局 行政課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 文書管理システム事務用目録公開サブシステム用通信サービス利用料金の支出について（11月分）
16,350

総務局 行政課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 市民情報プラザ事務処理端末インターネット回線基本料の支払いについて（11月１日～11月30日使用分）
1,407

総務局 行政課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 市民情報プラザ事務用カラー複写機に係る経費（プリント料金）の支出について（平成26年11月分）
3,636

総務局 行政課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 市民情報プラザ事務用カラー複写機に係る支出について（長期契約）（26年11月分）
9,180

総務局 行政課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用第４回法規問題研究会にかかる経費の支出について（12月15日分）
34,200

総務局 行政課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「月刊　判例地方自治」（26年11月号）の購入に係る経費の支出について
1,255

総務局 行政課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用現行法規総覧ほか８点買入にかかる経費の支出について（11月分）
20,279

総務局 行政課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 例規追録発行事務用大阪市例規追録第163号作製業務及び例規執務サポートシステムデータ作成・更新業務委託にかかる経費の支出について（第2回中間払い）
1,793,571

総務局 行政課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 法規事務用行政不服審査法関連三法に係る説明会への参加に伴う出張旅費の支出について
57,000

総務局 行政課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用行政判例集成行政法総則編ほか１３点買入にかかる経費の支出について（11月分）
15,173

総務局 行政課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 法規事務用市内出張交通費の支出について（１１月分）
4,000

総務局 行政課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用平成26年度職員法制執務研究会講師謝礼の支出について（12月19日実施分）
99,860

総務局 行政課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用「ポイント解説　新行政不服審査制度　ほか2点」の購入にかかる経費の支出について
8,100

総務局 行政課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公報発行事務用大阪市公報の発行に係る経費の支出について（１１月分）
95,131
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総務局 行政課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 備品購入費　図書購入費 法規事務用「ポイント解説　新行政不服審査制度　ほか2点」の購入にかかる経費の支出について
16,200

総務局 行政課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 平成26年度市民情報プラザ窓口案内等業務委託経費の支出について（12月分）
279,000

総務局 行政課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 市民情報プラザ事務処理端末の賃貸借に係る経費の支出について（平成26年12月分）
7,560

総務局 行政課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用現行法規総覧ほか８点買入にかかる経費の支出について（12月分）
13,575

総務局 行政課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用新版執行・保全手続実務録ほか９点買入にかかる経費の支出について（12月分）
26,881

総務局 行政課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 法規事務用法律総合オンラインサービス使用にかかる経費の支出について（12月分）
49,766

総務局 行政課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 法規事務用市内出張交通費の支出について（１２月分）
15,616

総務局 行政課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 文書管理システム事務用文書管理システム用サーバ機等一式長期借入に係る経費の支出について（12月分）
8,861,400

総務局 行政課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第224回大阪市情報公開審査会委員報酬の支出について
142,590

総務局 行政課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 市民情報プラザ事務用カラー複写機に係る経費（プリント料金）の支出について（平成26年12月分）
7,758

総務局 行政課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「自治体職員のための番号法解説[制度編]」ほか１点の購入に係る経費の支出について
5,400

総務局 行政課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 文書交換所事務用大阪市文書逓送業務委託に係る経費の支出について（12月分）
1,286,186

総務局 行政課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 市民情報プラザ事務用カラー複写機に係る支出について（長期契約）（26年12月分）
9,180

総務局 行政課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 文書事務用市内出張交通費の支出について（12月分）
6,980

総務局 行政課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書管理事務用　コピー代の支出について（12月分）
1,589

総務局 行政課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書交換所事務用　コピー代の支出について（12月分）
595

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 ＩＴ基盤管理用　大阪市ホームページ直接アクセス用インターネット回線使用料の支出について（１１月分）
7,527

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　ＩＰ電話による通信料金の支出について(１１月分）
47,550

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市情報通信ネットワーク回線使用料の支出について（ＩＴ基盤管理用）１１月分
3,763,826

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 ＩＴ基盤管理用　庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム検証用Androidタブレット利用料の経費支出について（１１月分）
3,843

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市情報通信ネットワークにかかる通信サービス（広域イーサネット回線）ビジネスイーサワイド（ＮＴＴ利用分）工事費にかかる支出について（ＩＴ基盤管理用）１１月分
74,520

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金にかかる経費の支出について（１１月分）
31,585

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 平成２６年度センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託（単価契約）にかかる経費の支出について（１１月分）
4,779

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 「ＡＳＰ・ＳａａＳ型電子申請サービス　一式」の利用延長にかかる業務委託にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１１月分）
351,000

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局１）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１２月分）
3,073

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器【区役所分】（総務局）一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１２月分）
1,310

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局２）一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１２月分）
3,291

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１２月分）
1,549

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局４）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１２月分）
770

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局２）一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１２月分）
1,042

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 ソフトウェアライセンス管理システムサーバ機及び周辺装置　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１２月分）
26,460

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局４）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１２月分）
1,584

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局３）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１２月分）
1,774

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 大阪市ホームページCMS用機器（再リース）の賃貸借にかかる経費の支出について（１２月分）
241,855

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局２）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１２月分）
1,857

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル（総務局行政部部分）入退館管理等施設警備業務にかかる経費の支出について（１２月分）
1,177,783

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル（総務局行政部専有部分）昇降機設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１２月分）
63,180

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１２月分）
8,836

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワークファイルサーバ用機器等一式にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１２月分）
1,016,280

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局３）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１２月分）
1,159

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１２月分）
4,661

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１２月分）
667

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１２月分）
1,063

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１２月分）
29,199

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１２月分）
4,174

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 ＩＣＴを活用した業務改善用　タブレット端末使用料の支出について（12月分）
46,694

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム検証用iPad利用料の支出について(ＩＴ基盤管理用）12月分
4,863

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金にかかる経費の支出について（１２月分）
26,173
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総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスに係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１２月分）
184,356

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市インターネット基盤における公開系システム向け通信サービスに係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１２月分）
25,056

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 平成２６年度センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託（単価契約）にかかる経費の支出について（１２月分）
2,189

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 クラウド型Web会議サービス提供　一式　長期継続にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１２月分）
24,840

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 「ＡＳＰ・ＳａａＳ型電子申請サービス　一式」の利用延長にかかる業務委託にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１２月分）
351,000

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１２月分）
63,180

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 旅費　普通旅費 平成26年度指定都市情報管理事務主管者会議（ブロック別）への参加に係る職員の管外出張に伴う経費の支出について（一般事務用）
42,720

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（１２月分）
12,734

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（１２月分）
2,858,204

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 ＩＴ基盤管理用　庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム検証用Androidタブレット利用料の経費支出について（１２月分）
5,943

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 ＩＴ基盤管理用　大阪市ホームページ直接アクセス用インターネット回線使用料の支出について（１２月分）
7,527

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１２月分）
3,449,736

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 インターネット接続用ネットワークサービス及び内部情報系システム等ハウジングサービス業務委託にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１２月分）
3,935,088

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 中央情報処理センター運用業務委託に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（第３四半期）
37,188,396

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 業務系及び庁内情報ネットワーク用電子計算機組織一式　借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理）（１２月分）
17,671,415

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムセンタープリンタ等（2）長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１２月分）
3,017,520

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１２月分）
4,720,680

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等増設部品長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１２月分）
6,234,840

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 共通汎用機組織一式借入にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１２月分）
16,560,936

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（１２月分）
557,801

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 中央情報処理センター運用業務委託に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（第３四半期）
10,625,256

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 共通汎用機組織一式借入にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１２月分）
4,731,696

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（１２月分）
278,902

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 中央情報処理センター運用業務委託に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（第３四半期）
5,312,628

総務局 ＩＴ統括課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 共通汎用機組織一式借入にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１２月分）
2,365,848

総務局 監察課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 監察関係事務用コピー代金の支出について（11月分）
36,270

総務局 監察課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 「コンプライアンス研修（区長・局部長級）」及び「コンプライアンス研修等（課長級・課長代理級）」受講者評価シート集計業務に係る経費の支出について
99,875

総務局 監察課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市公正職務審査委員会委員報酬の支出について（12月開催分）
356,475

総務局 監察課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 監察関係事務用市内出張交通費の支出について（12月分）
6,200

総務局 監察課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 監察関係事務用コピー代金の支出について（12月分）
36,798

市民局 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 証明発行システム機器保守契約経費（コピー代）の支出について（３４箇所１１月分）
30,716

市民局 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 郵送事務処理センター及び大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（１１月分）
11,575

市民局 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（１１月分）
31,850

市民局 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 郵送事務処理センター及び大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（１１月分）
3,815

市民局 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（１１月分）
1,209

市民局 総務課 平成27年01月05日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと西成人権文化センター津守分館に係る電気料金（低圧電力・12月分）の支出について
8,505

市民局 総務課 平成27年01月05日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと西成人権文化センターに係る電気料金（低圧電力・12月分）の支出について
14,593

市民局 総務課 平成27年01月05日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 財産管理用：もと南方人権文化センターに係る電話料金（１２月分）の支出について
3,230

市民局 総務課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民交流センター費 委託料　委託料 市民交流センターなにわほか９センター管理運営業務に関する所要経費の支出について（第４四半期）
68,328,000

市民局 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成26年11月分　住民情報グループ一般事務用市内出張交通費の支出について
3,176

市民局 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 財産管理用：もと西成人権文化センター津守分館外４施設機械警備業務委託にかかる経費の支出について（１１月分）
110,700

市民局 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 もと施設における建材中の石綿定性分析調査業務にかかる委託料の支出について
216,000

市民局 総務課 平成27年01月13日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 財産管理用：もと人権文化センターに係る電話料金（１２月分）の支出について
17,075

市民局 総務課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（１１月分）
105,516

市民局 総務課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 天王寺サービスカウンターにおける不動産賃借の実施及び同経費の支出について（１１月分）
904,117

市民局 総務課 平成27年01月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（１１月分）
10,552

市民局 総務課 平成27年01月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 天王寺サービスカウンターにおける不動産賃借の実施及び同経費の支出について（１１月分）
90,412

市民局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（１０月分）
8,678
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市民局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用市内等出張交通費（１１月分）の支出について
12,286

市民局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市梅田サービスカウンター用業務委託料（平成２６年１１月分）の支出について
2,469,096

市民局 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民交流センター費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金について（平成26年12月分1回目）
92

市民局 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金について（平成26年12月分1回目）
82

市民局 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金について（平成26年12月分1回目）
4,050

市民局 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 戸籍情報システム運用保守業務委託契約の経費の支出にについて（１１月分）
9,711,644

市民局 総務課 平成27年01月19日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと南方人権文化センターに係る電気料金（高圧電力・１２月分）の支出について
29,316

市民局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　朝日新聞（平成26年10月～平成26年12月分）購読経費の支出について
12,111

市民局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　産経新聞（平成26年10月～平成26年12月分）購読経費の支出について
12,111

市民局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（１２月分）
540

市民局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（１２月分）
933

市民局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（１２月分）
93

市民局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（１２月分）
54

市民局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと加島人権文化センターに係る電気料金（従量電灯Ａ・12月分）の支出について
699

市民局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと加島人権文化センターに係る電気料金（定額電灯・12月分）の支出について
304

市民局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　⑥（１２月分）
119,432

市民局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　④（カラープリンタ）（１２月分）
22,334

市民局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市民局庁内情報利用パソコン等（視覚障がい者用）長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
36,666

市民局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　③（１２月分）
42,262

市民局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　⑤（１２月分）
27,455

市民局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン等機器一式　借入にかかる経費の支出について（１２月分）
26,892

市民局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　①（１２月分）
180,826

市民局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（１２月分）
1,620

市民局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（１２月分）
4,860

市民局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（１２月分）
1,620

市民局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（プリンタ）長期借入経費の支出について（１２月分）
29,268

市民局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用クライアント及びプリンタ等周辺機器一式長期借入経費の支出について（１２月分）
1,411,452

市民局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用メインサーバ及びクライアント一式の借入（再リース）について（１２月分）
13,392

市民局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 証明書発行用システム機器長期借入経費の支出について（１２月分）
856,380

市民局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用サーバ及び周辺機器一式長期借入経費の支出について（１２月分）
1,266,840

市民局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（１２月分）
4,860

市民局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（プリンタ）長期借入経費の支出について（１２月分）
62,208

市民局 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（１２月分）（市政改革室移管分）
12,250

市民局 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（１２月分）
146,293

市民局 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 財産管理用：市内等出張交通費の経費の支出について（１０月分）
14,808

市民局 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 住民基本台帳法逐条解説の購入及び同経費の支出について（住民情報担当事務用・完成払い）
9,720

市民局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
2,892

市民局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民交流センター費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
174

市民局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
15,307

市民局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
2,371

市民局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
1,252

市民局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
850

市民局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
4,446

市民局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
10,738

市民局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（１２月分）
160,021

市民局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
205

市民局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
880

市民局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
6,416
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市民局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
492

市民局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
1,066

市民局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 天王寺サービスカウンターにおける不動産賃借の実施及び同経費の支出について（１２月分）
904,117

市民局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（１２月分）
16,002

市民局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 天王寺サービスカウンターにおける不動産賃借の実施及び同経費の支出について（１２月分）
90,412

市民局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民交流センター費 報償費　報償金 大阪市立市民交流センター（１０館）指定管理予定者選定委員会専門委員会にかかる報償費の支出について（２名分）
32,010

市民局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター事務用　コピー代金の支出について（１２月分）
42,668

市民局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 梅田サービスカウンター維持管理用　光熱水費の支出について（１２月分）
24,535

市民局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 サービスカウンター事務用庁内情報ネットワーク回線使用料の支出について（１２月分）
15,390

市民局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市梅田サービスカウンター用業務委託料（平成２６年１２月分）の支出について
2,469,096

市民局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 平成２６年度　大阪市住民基本台帳等事務システム、住民基本台帳ネットワークシステム及び在留カード等発行システム保守支援業務の実施及び同経費の支出について
138,193,668

市民局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム用端末機等一式借入にかかる経費の支出について（再リース・12月分）
1,650,240

市民局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（12月分）
3,304,761

市民局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム機器用共通ソフトウェア一式借入にかかる経費の支出について（12月分）
1,383,436

市民局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公的個人認証端末及び周辺機器の借入にかかる経費の支出について（12月分）
81,000

市民局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公的個人認証システム用鍵ペア生成装置等借入にかかる経費の支出について（12月分）
208,116

市民局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム用サーバ等機器一式借入にかかる経費の支出について（再リース・12月分）
3,115,044

市民局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム機種更新にかかるサーバ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（12月分）
300,240

市民局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム機種更新にかかる端末機器一式長期借入にかかる経費の支出について（12月分）
398,520

市民局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 梅田サービスカウンターにおける不動産賃借の実施及び同経費の支出について（１月分）
1,569,888

市民局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（12月分）
12,459

市民局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 梅田サービスカウンター維持管理用　光熱水費の支出について（１２月分）
5,719

市民局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 梅田サービスカウンターにおける不動産賃借の実施及び同経費の支出について（１月分）
365,904

市民局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 城東区複合施設建設に伴う事業用地の賃貸借経費の支出について（第３四半期分）
840,330

市民局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 城東区複合施設建設に伴う事業用地の賃貸借経費の支出について（第３四半期分）
628,968

市民局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 城東区複合施設建設に伴う事業用地の賃貸借経費の支出について（第３四半期分）
90,339

市民局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 城東区複合施設建設に伴う事業用地の賃貸借経費の支出について（第３四半期分）
144,885

市民局 消費者センター 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（11月27日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（11月22日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成27年01月07日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　其他委員等旅費 消費者行政活性化用平成２６年度消費生活相談員研修　専門講座地域コース（滋賀県）への出張経費の支出について
5,000

市民局 消費者センター 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用電子複写機消耗品代の支出について（平成26年11月分）
50,830

市民局 消費者センター 平成27年01月09日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　其他委員等旅費 消費者行政活性化用市内等出張交通費の支出について（相談員11月分2部）
3,565

市民局 消費者センター 平成27年01月09日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　其他委員等旅費 消費者行政活性化用平成２６年度消費生活相談員研修専門・事例講座⑦への出張について
38,780

市民局 消費者センター 平成27年01月09日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　其他委員等旅費 消費者行政活性化用平成２６年度消費生活相談員研修専門・事例講座⑥への出張について
38,160

市民局 消費者センター 平成27年01月09日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　使用料 消費者行政活性化用くらしのナビゲーターレベルアップ講座の開催に係る会場使用料の支出について（１月１７日開催分）
5,080

市民局 消費者センター 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 エルちゃんの“わん”デー講座にかかる講師謝礼金の支出について（12月12日開催分・各種講座用）
10,400

市民局 消費者センター 平成27年01月13日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　使用料 消費者行政活性化用くらしのナビゲーターレベルアップ講座の開催に係る会場使用料の支出について（１月２０日開催分）
9,200

市民局 消費者センター 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 コンピュータ関係費用庁内情報通信サービス提供経費の支出について（11月分）
5,130

市民局 消費者センター 平成27年01月15日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　使用料 消費者行政活性化用多重債務相談会・賃貸住宅相談会に係る会場使用料の支出について（1月15日分）
10,100

市民局 消費者センター 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（12月5日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（１２月１１日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
500

市民局 消費者センター 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 使用料及賃借料　使用料 エルちゃんの“わん”デー講座（３月１８日開催分）にかかる会場使用料の支出について（各種講座用）
21,500

市民局 消費者センター 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　食糧費 第51回大阪市消費者保護審議会にかかる飲料代の支出について（１８人分・平成26年11月14日開催・消費者保護審議会運営用）
1,800

市民局 消費者センター 平成27年01月20日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　使用料 消費者行政活性化用多重債務相談会・賃貸住宅相談会に係る会場使用料の支出について（1月20日分）
16,800

市民局 消費者センター 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（１２月１１日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 使用料及賃借料　使用料 エルちゃんの“わん”デー講座（1月29日開催分）にかかる会場使用料の支出について（各種講座用）
21,800

市民局 消費者センター 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（１２月１７日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000
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市民局 消費者センター 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用ＮＢＬ購入経費の支出について（12月発刊分）
2,851

市民局 消費者センター 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用朝日新聞購読料の支出について（平成26年10月分～平成26年12月分）
12,111

市民局 消費者センター 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用日本経済新聞購読料の支出について（平成26年10月分～平成26年12月分）
13,527

市民局 消費者センター 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成26年12月分）
136,971

市民局 消費者センター 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成26年12月分）
89,317

市民局 消費者センター 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成26年12月分）
1,872

市民局 消費者センター 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成26年12月分）
4,860

市民局 消費者センター 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 使用料及賃借料　不動産賃借料 施設維持管理用消費者センター事務所部分賃借料の支出について（平成26年度）（平成27年2月分）
7,613,437

市民局 消費者センター 平成27年01月23日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　使用料 消費者行政活性化用くらしのナビゲーターレベルアップ講座の開催に係る会場使用料の支出について（１月３１日開催分）
7,540

市民局 消費者センター 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用ＦＡＸコピー代の支出について（本庁　平成26年11月分）
249

市民局 消費者センター 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用ＦＡＸコピー代の支出について（消費者センター　平成26年11月分）
4,289

市民局 消費者センター 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用読売新聞購読料の支出について（平成26年10月分～平成26年12月分）
12,111

市民局 消費者センター 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 負担金、補助及交付金　分担金 「消費者支援施策の府・市連携事業」の大阪市負担金にかかる分担金の支出について（第3四半期分）
1,530,250

市民局 消費者センター 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 負担金、補助及交付金　分担金 「消費者支援施策の府・市連携事業」の大阪市負担金にかかる分担金の支出について（第3四半期分）
447,000

市民局 消費者センター 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用大阪日日新聞購読料の支出について（平成26年10月分～平成26年12月分）
6,150

市民局 消費者センター 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用毎日新聞購読料の支出について（平成26年10月分～平成26年12月分）
12,111

市民局 消費者センター 平成27年01月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　使用料 消費者行政活性化用くらしのナビゲーターレベルアップ講座の開催に係る会場使用料の支出について（１月２７日開催分）
2,900

市民局 消費者センター 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用産経新聞購読料の支出について（平成26年10月分～平成26年12月分）
12,111

市民局 消費者センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（職員１１月１部）
19,560

市民局 消費者センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（職員１１月１部）
3,000

市民局 消費者センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について（12月分）
12,011

市民局 消費者センター 平成27年01月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　普通旅費 消費者行政活性化用市内出張交通費等の支出について（職員１１月２部）
2,840

市民局 消費者センター 平成27年01月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　使用料 消費者行政活性化用多重債務相談会・賃貸住宅相談会に係る会場使用料の支出について（1月30日分）
10,100

市民局 人権企画課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 犯罪被害者等支援用 平成26年度第４回「いのちの大切さを伝える」講演会にかかる報償金の支出について
12,100

市民局 人権企画課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報酬　其他委員等報酬 大阪市人権施策推進審議会 第３回「憎悪表現（ヘイトスピーチ）」に対する大阪市としてとるべき方策検討部会の開催にかかる経費の支出について
94,575

市民局 人権企画課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　費用弁償 大阪市人権施策推進審議会 第３回「憎悪表現（ヘイトスピーチ）」に対する大阪市としてとるべき方策検討部会の開催にかかる経費の支出について
3,440

市民局 人権企画課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 犯罪被害者等支援用 平成26年度第３回「いのちの大切さを伝える」講演会にかかる報償金の支出について
12,000

市民局 男女共同参画課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報償費　報償金 女性の活躍促進「見える化」情報発信事業業務委託事業者選定会議選定委員謝礼及び同交通費弁償の支出について（３名分）
70,840

市民局 男女共同参画課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 庁内回線利用料の支出について（11月分・配偶者暴力相談支援用）
5,130

市民局 男女共同参画課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 第4回女性の活躍促進プロジェクトチーム会議特別顧問、特別参与の報酬及び旅費の支出について（２名分）
10,379

市民局 男女共同参画課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 第4回女性の活躍促進プロジェクトチーム会議特別顧問、特別参与の報酬及び旅費の支出について（２名分）
1,700

市民局 男女共同参画課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報酬　其他委員等報酬 第4回女性の活躍促進プロジェクトチーム会議特別顧問、特別参与の報酬及び旅費の支出について（２名分）
8,730

市民局 男女共同参画課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　費用弁償 第4回女性の活躍促進プロジェクトチーム会議特別顧問、特別参与の報酬及び旅費の支出について（２名分）
480

市民局 男女共同参画課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報酬　其他委員等報酬 第27回大阪市男女共同参画審議会の開催にかかる委員への報酬及び交通費実費弁償の支出について
192,060

市民局 男女共同参画課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　費用弁償 第27回大阪市男女共同参画審議会の開催にかかる委員への報酬及び交通費実費弁償の支出について
6,020

市民局 男女共同参画課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報償費　報償金 大阪市立男女共同参画センター指定管理予定者選定委員会(第3回)の報酬の支出について
82,445

市民局 男女共同参画課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 需用費　印刷製本費 ＤＶ対策事業用　大阪市DV被害者保護・自立支援対応マニュアルの作成にかかる経費の支出ついて
41,018

市民局 男女共同参画課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報償費　報償金 大阪市立男女共同参画センター指定管理予定者選定委員会(第2回)の報酬の支出について
82,445

市民局 男女共同参画課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 委託料　委託料 平成26年度男女共同参画センター南部館管理運営業務代行料支出について（管理運営用）第4回分
10,897,565

市民局 男女共同参画課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 委託料　委託料 平成26年度男女共同参画センター東部館管理運営業務代行料支出について（管理運営用）第4四半期
16,010,700

市民局 男女共同参画課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 委託料　委託料 若者のためのライフデザインを目的とした講演会（西本智実講演会）に係るクレオ大阪西舞台技術者の派遣及び同所要経費の支出について
55,080

市民局 男女共同参画課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金の支出について（12月分・配偶者暴力相談支援用）
1,226

市民局 男女共同参画課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 委託料　委託料
大阪市配偶者暴力相談支援センターにおけるDV等の相談対応及びDV等により緊急一時的に保護された被害者等に対する支援業務にかかる経費の支出について（第3四
半期分） 5,377,320

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電気料金の支出について（11月分）
67,161

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電話料金（光）の支出について（１１月分）
21,108

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 人権侵害事象等現認用パソコン回線サービス料の支出について（１１月分）
1,404

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用庁内情報システム回線使用料の支出について（11月分）
5,130

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市人権啓発情報誌「KOKOROねっと」発送業務にかかる委託料の支出について（第3回／全4回）
139,536
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市民局 人権啓発・相談センター 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 平成26年度「人権に関する作品募集事業」入賞者への記念品（図書カード）購入経費の支出について
209,720

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 啓発事務用　市内等出張交通費の支出について（７月分）
22,364

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電子複写機消耗品代の支出について（１１月分）
17,972

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成２６年度「人権相談事業」業務委託にかかる支出について（第４四半期分）
11,503,620

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成26年度　人権に関する若者と連携した参加・参画型事業にかかる委託料の支出について（テーマ：ダイバーシティ　バリア・バリュー・ラン）（第1回分/全2回）
149,160

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用郵便後納料金の支出について（12月分）
2,504

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発用　人権啓発情報誌アンケート回収にかかる郵便後納料金の支出について（12月請求分）
11,834

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成26年度「人権啓発推進員の育成事業」にかかる業務委託経費の支出について（第3四半期分）
2,544,781

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成26年度「企業啓発支援事業」にかかる業務委託経費の支出について（第3四半期分）
3,309,572

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル一般廃棄物収集運搬業務委託の実施及び同経費の支出について（３回目／全４回支払）
23,894

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年01月15日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 雇用・勤労施策用　若年者就職支援事業等にかかる委託団体等選定会議の開催及び同経費の支出について（平成２６年１１月２１日開催分）
48,015

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年01月15日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 雇用・勤労施策用　若年者就職支援事業等にかかる委託団体等選定会議の開催及び同経費の支出について（平成２６年１１月１４日開催分）
48,015

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年01月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用「さがす！つながる！地域密着求人開拓事業（女性応援）しごと情報ひろば総合的就労支援事業」にかかる委託料の支出について（ 終支払い分）
8,722,109

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年01月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料
雇用・勤労施策用「さがす！つながる！地域密着求人開拓事業(南エリア)しごと情報ひろば総合的就労支援事業」（市費分）にかかる委託料の支出について（第４四半期
分） 12,696,267

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年01月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用勤労施策用「さがす！つながる！地域密着求人開拓事業（南エリア）しごと情報ひろば総合的就労支援事業」にかかる委託料の支出について（ 終支払い分）
10,454,249

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年01月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用勤労施策用「さがす！つながる！地域密着求人開拓事業（北エリア）しごと情報ひろば総合的就労支援事業」にかかる委託料の支出について（ 終支払い分））
8,249,753

市民局 政策支援担当 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成26年10月分政策支援グループ一般事務用市内出張交通費の支出について
1,970

市民局 政策支援担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１２月分）
44,911

市民局 政策支援担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１２月分）
50,246

市民局 政策支援担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１２月分）
48,403

市民局 政策支援担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１２月分）
44,620

市民局 政策支援担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１２月分）
51,410

市民局 政策支援担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１２月分）
54,611

市民局 政策支援担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１２月分）
35,987

市民局 政策支援担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１２月分）
46,754

市民局 政策支援担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１２月分）
46,948

市民局 政策支援担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１２月分）
49,470

市民局 政策支援担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１２月分）
49,567

市民局 政策支援担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１２月分）
47,239

市民局 政策支援担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１２月分）
48,403

市民局 政策支援担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１２月分）
51,119

市民局 政策支援担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１２月分）
59,073

市民局 政策支援担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１２月分）
50,343

市民局 政策支援担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１２月分）
46,075

市民局 政策支援担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１２月分）
48,597

市民局 政策支援担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１２月分）
51,410

市民局 政策支援担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１２月分）
48,888

市民局 政策支援担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１２月分）
44,717

市民局 政策支援担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１２月分）
49,858

市民局 政策支援担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１２月分）
55,872

市民局 政策支援担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１２月分）
46,851

市民局 調整担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 点字プリンタ等一式借入（住之江区役所及び東住吉区役所）にかかる使用料の支出について（11月分）
4,114

市民局 調整担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　広告料 地下鉄駅構内市政広報板自衛官募集ポスターの広告料支出について（平成26年12月10日から平成26年12月23日の間1回掲出）
47,520

市民局 調整担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 点字プリンタ等一式長期借入（H26～福島区役所外１箇所）にかかる使用料の支出について（12月分）
47,304

市民局 調整担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 点字プリンタ等一式長期借入（H25～H30）にかかる使用料の支出について（12月分）
435,750

市民局 業務改革担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 ナイター法律相談（平成２７年１月）における会場使用料の支出について
14,600

市民局 業務改革担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報償費　報償金 平成26年度家庭問題相談事業にかかる相談員報償金の支払いについて（12月分）
84,000

市民局 業務改革担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成26年12月分　業務改革グループ一般事務用市内出張交通費の支出について
2,592
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市民局 業務改革担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 平成26年度大阪市民ナイター法律相談・日曜法律相談補助業務従事者派遣にかかる業務委託料の支出について（１２月）
9,072

市民局 地域資源担当 平成27年01月21日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 地域力向上のための講師派遣制度に係る講師謝礼金の支出について（１１月１２日、生野区分）
19,760

市民局 地域資源担当 平成27年01月21日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 地域力向上のための講師派遣制度に係る講師謝礼金の支出について（１２月３日、市子ども会育成連合協議会分）
26,600

市民局 地域資源担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 地域資源グループ一般事務用市内出張交通費の支出について（平成26年８、９、１０、１１月）
27,123

市民局 市民活動担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 ＮＰＯ法人認証事務用ＦＡＸ回線使用料の支出について（11月分）
2,703

市民局 市民活動担当 平成27年01月07日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　食糧費 第32回市民活動推進事業運営会議にかかる食糧費（5名分）の支出について
500

市民局 市民活動担当 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　食糧費 第10回市民活動に係る提言策定ワーキング部会にかかる食糧費（４名分）の支出について
400

市民局 市民活動担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 委託料　委託料 ＮＰＯ・ボランティア活動推進支援事業の委託料の支出について（第４四半期分）
10,905,747

市民局 市民活動担当 平成27年01月13日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 地域貢献活動マッチングシステム運営事業の委託料の支出について（第４四半期分）
2,002,093

市民局 市民活動担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　食糧費 第23回市民活動推進審議会にかかる食糧費（12名分）の支出について
1,200

市民局 市民活動担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報酬　其他委員等報酬 第10回市民活動に係る提言策定ワーキング部会にかかる委員報酬（４名分）の支出について
64,020

市民局 市民活動担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報酬　其他委員等報酬 第23回市民活動推進審議会にかかる委員報酬（12名分）の支出について
192,060

市民局 市民活動担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　消耗品費 市民活動グループ用コピー代金の支出について（12月分）
7,456

市民局 市民活動担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 クリック募金にかかるホスティングサーバ使用料（１２月分）の支出について
10,079

市民局 地域安全担当 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 委託料　委託料 平成26年度指定区における夜間の青色防犯パトロール業務委託（平成26年7月～平成27年3月）に係る経費の支出について（１１月分）
5,552,820

市民局 地域安全担当 平成27年01月15日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 街頭犯罪多発地域における重点パトロール業務委託（平成26年8月～平成27年3月）に係る経費の支出について（１１月分）
29,415,150

市民局 地域安全担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 委託料　委託料 平成26年度指定区における夜間の青色防犯パトロール業務委託（平成26年7月～平成27年3月）に係る経費の支出について（１２月分）
5,552,820

市民局 地域安全担当 平成27年01月28日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　其他委員等旅費 客引き行為等適正化指導員にかかる市内出張交通費の支出について(平成26年12月分）
55,720

財政局 財務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　市内出張交通費の支出について（11月分）
34,266

財政局 財務課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 委託料　委託料 平成25年度決算における普通会計財務書類作成業務委託に係る経費の支出について
1,360,800

財政局 財務課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　追録（地方財務実務提要　519-520）の購読及び経費の支出について
4,526

財政局 財務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　「公営企業の経理の手引」の買入及び経費の支出について
3,850

財政局 財務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　税財政関係特別委員会の党派別（維新の党）要望運動の参加にかかる旅費の支出について
87,570

財政局 財務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　財政事情等及び特別交付税ヒアリングへの出席にかかる旅費の支出について
59,640

財政局 財務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　平成27年度地方財政対策に係る説明会への出席にかかる旅費の支出について
29,240

財政局 財務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　毎日新聞外1点の購読にかかる経費の支出について（10～12月分）
25,638

財政局 財務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　朝日新聞の購読にかかる経費の支出について（10月～12月分）
12,111

財政局 財務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　読売新聞の購読にかかる経費の支出について（10月～12月分）
12,111

財政局 財務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　産経新聞の購読にかかる経費の支出について（10月～12月分)
12,111

財政局 財務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（12月分）
1,771

財政局 財務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（12月分）
104,615

財政局 財務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（12月分）
33,017

財政局 財務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　カラープリンタ等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（12月分）
16,459

財政局 財務課 平成27年01月29日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（12月分）
33,482

財政局 財務課 平成27年01月29日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（12月分）
1,771

財政局 財務課 平成27年01月29日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　カラープリンタ等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（12月分）
9,396

財政局 財務課 平成27年01月29日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（12月分）
15,008

財政局 財務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　市内出張交通費の支出について（12月分）
9,304

財政局 財務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 財務部事務用　後納郵便料金（12月分）の支出について
1,108

財政局 財源課（公債） 平成27年01月05日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 報酬　其他委員等報酬 財政局財務部事務非常勤嘱託職員の公務災害等補償条例第6条に基づく療養補償の支出について
30,280

財政局 財源課（公債） 平成27年01月16日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
286,650,000

財政局 財源課（公債） 平成27年01月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 報償費　報償金 財源調整事務用弁護士相談に係る所得税控除分の支出について
2,150

財政局 財源課（公債） 平成27年01月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年１月１６日支払分利子支払手数料の支出について
243,000

財政局 財源課（公債） 平成27年01月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
430,550,000

財政局 財源課（公債） 平成27年01月20日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年１月２０日支払分利子支払手数料の支出について
648,000

財政局 財源課（公債） 平成27年01月21日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
5,000,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年01月21日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
532,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年01月21日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
28,700,001
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財政局 財源課（公債） 平成27年01月21日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　其他委員等旅費 市内出張交通費（１２月分）の支出について
1,600

財政局 財源課（公債） 平成27年01月21日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　其他委員等旅費 市内出張交通費（１２月分）の支出について
1,600

財政局 財源課（公債） 平成27年01月21日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（１２月分）の支出について
5,690

財政局 財源課（公債） 平成27年01月21日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年１月２１日支払分利子支払手数料の支出について
769,500

財政局 財源課（公債） 平成27年01月23日 公債費会計 繰出金
高速鉄道事業会計繰出
金

公債収入金繰出 繰出金　高速鉄道建設事業資金 第142回共同発行市場公募地方債の繰出しについて（高速鉄道）
3,584,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年01月23日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
30,000,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年01月23日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
1,120,850,000

財政局 財源課（公債） 平成27年01月23日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　広告料 大阪市公債償還公告に係る官報掲載並びに同経費の支出について
182,448

財政局 財源課（公債） 平成27年01月23日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　広告料 大阪市公債償還公告に係る新聞掲載及び事後審査型制限付一般競争の実施並びに同経費の支出について
982,800

財政局 財源課（公債） 平成27年01月23日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年１月２３日支払分利子支払手数料の支出について
1,456,832

財政局 財源課（公債） 平成27年01月26日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
355,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年01月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第142回共同発行市場公募地方債に係る受託・引受手数料の支出について
777,600

財政局 財源課（公債） 平成27年01月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第142回共同発行市場公募地方債に係る受託・引受手数料の支出について
21,060,000

財政局 財源課（公債） 平成27年01月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年１月２６日支払分利子支払手数料の支出について
404,746

財政局 財源課（公債） 平成27年01月28日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
38,350,000

財政局 財源課（公債） 平成27年01月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第141回共同発行市場公募地方債に係る新規記録手数料の支出について
53,905

財政局 財源課（公債） 平成27年01月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年１月２８日支払分利子支払手数料の支出について
81,000

財政局 財源課（公債） 平成27年01月30日 公債費会計 繰出金 下水道事業会計繰出金 公債収入金繰出 繰出金　下水道事業資金 平成26年度第9回公募公債の繰出しについて（下水）
4,605,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年01月30日 公債費会計 繰出金
高速鉄道事業会計繰出
金

公債収入金繰出 繰出金　高速鉄道建設事業資金 平成26年度第8回公募公債（5年）の繰出しについて（高速鉄道）
7,579,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年01月30日 公債費会計 繰出金
高速鉄道事業会計繰出
金

公債収入金繰出 繰出金　高速鉄道建設事業資金 平成26年度第9回公募公債の繰出しについて（高速鉄道）
837,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年01月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　通信運搬費 財務部事務用金融情報閲覧用インターネット利用に係る経費の支出について（１２月分）
4,176

財政局 財源課（公債） 平成27年01月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　通信運搬費 財務部事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
2,834

財政局 財源課（公債） 平成27年01月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市平成２６年第８回公募公債（５年）に係る新規記録手数料の支出について
340,632

財政局 財源課（公債） 平成27年01月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市平成２６年第９回公募公債に係る募集受託手数料の支出について
1,296,000

財政局 財源課（公債） 平成27年01月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市平成２６年第８回公募公債（５年）に係る募集受託手数料の支出について
1,080,000

財政局 財源課（公債） 平成27年01月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年１月３０日支払分元利金支払手数料の支出について
81,263

財政局 財源課（公債） 平成27年01月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市平成２６年第９回公募公債に係る新規記録手数料の支出について
340,632

財政局 財源課（公債） 平成27年01月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市平成２６年第９回公募公債に係る引受手数料の支出について
32,400,000

財政局 財源課（公債） 平成27年01月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市平成２６年第８回公募公債（５年）に係る引受手数料の支出について
24,300,000

財政局 財源課（公債） 平成27年01月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 委託料　委託料 蓄積基金事務用「債券管理プログラム保守管理業務委託」に係る経費の支出について（１０～１２月分）
64,800

財政局 財源課（公債） 平成27年01月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 起債事務用「キャピタルアイ・ニュース購読」に係る経費の支出について（１０～１２月分）
97,200

財政局 財源課（公債） 平成27年01月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財源調整事務用「金融情報提供サービス」利用に係る経費の支出について（１０～１２月分）
166,374

財政局 財源課（公債） 平成27年01月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財源調整事務用「金融情報提供サービス用パソコン等借入（再リース）」に係る経費の支出について（１２月分）
1,561

財政局 管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部分室（あべのメディックス）電話回線使用料（11月分）の支出について
83,156

財政局 管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 市税事務所ひかり電話回線使用料（11月分）の支出について
1,024,906

財政局 管理課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度　税務部・市税事務所における税務事務補助業務に係る労働者派遣業務の支出について（平成２６年１１月分）
356,145

財政局 管理課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成26年度　税務部・市税事務所における税務事務補助業務に係る労働者派遣業務の支出について（平成２６年１１月分）
2,152,367

財政局 管理課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用地方公共団体徴収実務の要点（追録）（59-63号）買入に係る経費の支出について
21,520

財政局 管理課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用市町村事務提要（税務編）（追録）（830-836号）ほか６点買入に係る経費の支出について
220,347

財政局 管理課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる光熱水費等分担金の支出について（１０月分）
19,516

財政局 管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用税務経理（平成２６年１０月～１２月分）の買入に係る経費の支出について
160,380

財政局 管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
3,840

財政局 管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
246

財政局 管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用　産経新聞（平成２６年１０月～平成２６年１２月）（船場法人市税事務所）買入に係る経費の支出について
12,111

財政局 管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る駐輪場利用料の支出について（１月分）
35,380

財政局 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用税のしるべ（平成26年10月～平成26年12月分）の買入に係る経費の支出について
5,094

財政局 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用官報（１０～１２月分）の買入に係る経費の支出について
98,307

財政局 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用判例時報（12/1号）外7点の買入に係る経費の支出について
35,469
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財政局 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用読売新聞（平成２６年１０月～平成２６年１２月分）買入に係る経費の支出について
12,111

財政局 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用朝日新聞（平成２６年１０月～平成２６年１２月分）買入に係る経費の支出について
12,111

財政局 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用毎日新聞（平成26年10月～平成26年12月分）及び日本経済新聞（平成26年10月～平成26年12月分）買入に係る経費の支出について
25,638

財政局 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務用官報情報検索サービス（１０月分～１２月分）の利用に係る経費の支出について
10,878

財政局 管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 税証明書発行手数料等クレジット入金処理業務委託業務にかかる手数料の支出について
625

財政局 管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１０月分口座不能分）
2,680

財政局 管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 梅田市税事務所に係る光熱水費の支出について（１２月分）
418,219

財政局 管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所（固定資産税担当）に係る後納郵便料金の支出について（１２月分）
8,730

財政局 管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所（個人市民税担当）に係る後納郵便料金の支出について（１２月分）
3,319

財政局 管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所（収納対策担当）に係る後納郵便料金の支出について（１２月分）
58,779

財政局 管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所固定資産税（土地・家屋）グループに係る後納郵便料金の支出について（１２月分）
17,868

財政局 管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所（個人市民税担当）に係る後納郵便料金の支出について（１２月分）
35,693

財政局 管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所（収納対策担当）に係る後納郵便料金の支出について（１２月分）
76,155

財政局 管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪駅前第２ビル管理費及び修繕積立金（平成２７年１月分）の支出について
2,464,342

財政局 管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市なんば市税事務所清掃業務委託経費の支出について（１２月分）
84,240

財政局 管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 大阪駅前第２ビルに係る共用部分使用料の支出について（第４四半期分）
350,592

財政局 管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る駐車場利用料の支出について（２月分）
45,870

財政局 管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪駅前第２ビル管理費及び修繕積立金（平成２７年１月分）の支出について
817,626

財政局 管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム及び電子申告システム用端末機器等の一式長期借入経費の支出について（12月分）
4,984,200

財政局 管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム及び電子申告システム用サーバ機器等の一式長期借入経費の支出について（12月分）
13,527,540

財政局 管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局船場法人市税事務所機械警備業務委託に係る実施及び同経費の支出について（１２月分）
27,000

財政局 管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市京橋市税事務所清掃業務委託　長期継続の経費の支出について（１２月分）
73,872

財政局 管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市弁天町市税事務所清掃業務委託（長期継続）に係る経費の支出について（１２月分）
233,161

財政局 管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 京橋市税事務所（JEI京橋ビル）に係る貸室賃貸借料及び共益費の支出について（２月分）
7,592,847

財政局 管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 全国都道府県市町村税担当課長会議に係る出張旅費の支出について
29,240

財政局 管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１０月口座不能分）
300

財政局 管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 京橋市税事務所に係る光熱水費の支出について（１１月分）
245,457

財政局 管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 あべのメディックスに係る光熱水費の支出について（電気料１２月分）
241,676

財政局 管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 あべの市税事務所に係る光熱費の支出について（１２月分）
766,809

財政局 管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局弁天町市税事務所機械警備業務委託に係る経費の支出について（１２月分）
31,968

財政局 管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局船場法人市税事務所　機械警備等増設業務委託の実施及び同経費の支出について
734,400

財政局 管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 あべのメディックス管理費及び修繕積立金（平成２７年２月分）の支出について
1,151,955

財政局 管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る駐輪場利用料の支出について（１月分）
10,800

財政局 管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 あべのメディックス管理費及び修繕積立金（平成２７年２月分）の支出について
307,191

財政局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部事務用乾式電子複写機にかかるコピー代（平成２６年１２月分）の支出について
167,987

財政局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 照会事務処理センターにおけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（平成２６年１２月分）
3,610

財政局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 弁天町市税事務所に係る光熱水費の支出について（１２月分）
1,188,169

財政局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 なんば市税事務所に係る光熱水費及び電話料金の支出について（１２月分）
817,917

財政局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（特徴ハガキ分）に係る後納郵便料金の支出について（１１・１２月分）
134

財政局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所に係る光熱水費及び電話料金の支出について（１２月分）
5,400

財政局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（特徴分）に係る後納郵便料金の支出について（１２月分）
2,823

財政局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所　固定資産税（土地・家屋）に係る後納郵便料金の支出について（１２月分）
7,954

財政局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（収管分）に係る後納郵便料金の支出について（１２月分）
253,342

財政局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所収納対策担当に係る後納郵便料金の支出について（１２月分）
16,742

財政局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（１２月分）
46,420

財政局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（収納管理担当）に係る後納郵便料金の支出について（１２月分）
5,626

財政局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（事業所分）に係る後納郵便料金の支出について（１２月分）
1,864

財政局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局梅田市税事務所機械警備業務委託に係る経費の支出について（１２月分）
16,200
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財政局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る駐車場利用料の支出について（１月分）
118,800

財政局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 弁天町市税事務所（オーク２００）に係る貸室賃貸借料及び共益費の支出について（１月分）
7,669,817

財政局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る駐車場利用料の支出について（２月分）
60,000

財政局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 梅田市税事務所（大阪駅前第２ビル）に係る駐車場利用料の支出について（２月分）
64,800

財政局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る貸室賃貸借料の支出について（１月分）
12,005,496

財政局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る貸室賃貸借料の支出について（２月分）
10,934,847

財政局 管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用新建築（12月号）外3点の買入に係る経費の支出について
5,868

財政局 管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム端末機器等長期借入経費の支出について（12月分）
467,359

財政局 管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（１２月分）
9,547,848

財政局 管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成26年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（１２月分）の支出について
4,051

財政局 管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成26年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（１２月分）の支出について
3,244

財政局 管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成26年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（１２月分）の支出について
2,721

財政局 管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成26年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（１２月分）の支出について
2,703

財政局 管理課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所個人市民税担当に係る後納郵便料金の支出について（１２月分）
36,522

財政局 管理課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所収納対策担当に係る後納郵便料金の支出について（１２月分）
17,383

財政局 管理課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所固定資産税担当に係る後納郵便料金の支出について（１２月分）
3,395

財政局 管理課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所軽自動車税担当に係る後納郵便料金の支出について（１２月分）
194

財政局 管理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報償費　報償金 顧問弁護士契約に係る報酬の支出について（平成26年10月～12月分）
162,000

財政局 管理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用建築関係ＪＩＳ要覧（追録）（328号）外2点の買入に係る経費の支出について
21,571

財政局 管理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田外５市税事務所におけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（１２月分）
322,446

財政局 管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 大阪市税務事務システム等再構築・運用保守等支援業務委託に係る経費の支出について（平成２６年度　第３四半期分）
17,969,850

財政局 管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 市税事務所用プリンタトナー買入経費の支出について
543,456

財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部（管理・計理・審査・システム）職員市内出張交通費等の支出について（１１月分）
38,744

財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部分室（課税課路線価チーム）事務用乾式電子複写機にかかるコピー代（12月分）の支出について
104,912

財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部分室（システムＧ）事務用乾式電子複写機にかかるコピー代（12月分）の支出について
57,693

財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 課税資料入力業務委託用データ印買入経費の支出について
21,384

財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（12月分）
43,524

財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部後納郵便料金の支出について（12月分）
26,069

財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（12月分）
45,105

財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（12月分）
104,726

財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 税証明書発行手数料等クレジット入金処理業務委託にかかる手数料の支出について
864

財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 税証明書発行手数料等クレジット決済処理業務委託（長期継続）にかかる支出について
2,700

財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度　税務部・市税事務所における税務事務補助業務に係る労働者派遣業務の支出について（平成２６年１２月分）
376,008

財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る支出について(平成26年12月分)
171,228

財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る支出について(平成26年12月分)
1,201,744

財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン長期借入に係る支出について(平成26年12月分)
120,641

財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム用サーバ機器及び端末機器用ソフトウェア一式借入経費の支出について（12月分）
5,740,092

財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務部分室新設に伴う庁内情報利用パソコン等機器長期借入に係る支出について(平成26年12月分)
60,048

財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 カラープリンタ等機器一式長期借入に係る支出について(平成26年12月分)
33,264

財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１１月分）
60,101

財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１１月分）
43,604

財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 船場法人市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１１月分）
70,485

財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１１月分）
34,074

財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 あべの市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１１月分）
149,894

財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１１月分）
98,036

財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田市税事務所外４市税事務所におけるコピー機（Ａ２）対応コピー代支出について　　（１２月分）
208,784

財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所に係る共用電気使用料の支出について（１２月分）
124,740

財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所に係る光熱水費の支出について（１２月分）
393,690
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財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（12月分）
33,059,026

財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所（納税担当）に係る後納郵便料金の支出について（１２月分）
29,789

財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所（市民税担当）に係る後納郵便料金の支出について（１２月分）
43,503

財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所（固定資産税担当）に係る後納郵便料金の支出について（１２月分）
16,888

財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 大阪市情報通信ネットワーク（庁内情報系ネットワーク）にかかる支出について(平成26年12月分)
6,998

財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成26年度法人市民税申告書等の受渡し及び搬送業務の経費の支払いについて（10月～12月分）
229,392

財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成26年度　税務部・市税事務所における税務事務補助業務に係る労働者派遣業務の支出について（平成２６年１２月分）
2,311,248

財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式長期借入に係る支出について(平成26年12月分)
51,732

財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る貸室賃貸借料の支出について（２月分）
8,156,604

財政局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 弁天町市税事務所（オーク２００）に係る駐車場利用料の支出について（２月分）
41,040

財政局 収税課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 大阪市インターネット公売に係るシステム利用料の支出について（第50回）
34,992

財政局 収税課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部職員に係る管外出張（現地調査・買受勧奨）旅費の支出について（島根県安来市）
58,060

財政局 収税課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 オンライン用納付書の印刷経費の支出について（第３回中間払い）
1,154,152

財政局 収税課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員にかかる市内出張交通費等の支出について（１２月分）
11,240

財政局 収税課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 市税事務所内収納現金等警備輸送業務委託経費の支出について（Ｈ26.11月分）
355,838

財政局 収税課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 税務部市内出張交通費等の支出について（５月追加分）
240

財政局 収税課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 保育所保育料滞納整理システム用情報処理用機器長期借入の経費の支出について（平成26年12月分）
75,492

財政局 収税課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 補償、補填及賠償金　訴訟保証金 損害賠償請求事件に係る訴訟保証金の支出について
4,208,847

財政局 収税課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 滞納処分用封筒ほか３点の買入経費の支出について（第３回中間払い）
86,940

財政局 収税課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 市債権回収対策事務用返信用切手（重複班・市債権班）の買入経費の支出について
36,080

財政局 収税課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 市債権収納事務用市内出張交通費の支出について（１２月分）
6,400

財政局 収税課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部収税課市内出張交通費等の支出について（１２月分）
28,052

財政局 収税課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度市税徴収金収納整理事務に係る穿孔処理業務委託（概算契約）経費の支出について
229,656

財政局 課税課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 法人市民税関係帳票「減免申請書」ほか９点印刷の支出について
625,341

財政局 課税課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度固定資産税（土地・家屋）関係業務に係る労働者派遣の経費の支出について（11月分）
1,411,940

財政局 課税課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 平成26年度市民税・府民税特別徴収納入書印刷（その２）の経費の支出について
98,172

財政局 課税課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 法人市民税関係帳票「法人市民税　法人に係る調査書」の作成に係る同経費の支出について
31,320

財政局 課税課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部課税課固定資産税グループ用市内出張交通費の支出について（１１月分）
29,602

財政局 課税課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 住宅用地調査票ほか1点の印刷に係る経費の支出について
57,445

財政局 課税課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 平成26年度市民税・府民税特別徴収税額の決定・変更通知書（納税義務者用）当年分印刷（その２）の経費の支出について
80,719

財政局 課税課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成27年度課税分の固定資産税（償却資産）申告準備処理（印字出力処理）業務委託（概算契約）に係る経費の支出について
834,505

財政局 課税課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 法人市民税「各種申告書等送付用封筒ほか２点買入」の支出について
52,445

財政局 課税課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 法人市民税「各種申告書等送付用封筒ほか２点買入」の支出について
64,519

財政局 課税課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 事業所税「申告書第44号様式ほか４点」印刷の支出について
340,200

財政局 課税課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 法人市民税関係帳票「法人市民税納付書（ハンド用）」の作成に係る経費の支出について
117,612

財政局 課税課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度法人市民税国税資料の授受及び搬送業務委託に係る経費の支出について（12月分）
5,400

財政局 課税課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 　基準年度（平成２７年度）大阪市土地価格比準表作成業務委託の経費の支出について
10,500,000

財政局 課税課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 基準年度（平成２７年度）路線価作成等業務委託の経費の支出について
27,313,230

財政局 課税課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度法人市民税申告納付依頼状等作成に係る封入封緘等処理業務委託（概算契約）の経費の支出について（11月分）
102,331

財政局 課税課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 法人市民税「申告納付依頼状（オンライン用）」印刷の支出について
45,360

財政局 課税課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成27年度課税分の固定資産税（償却資産）申告準備処理（封入封緘等処理）業務委託（概算契約）に係る経費の支出について
909,166

財政局 課税課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 「課税資料入力等業務委託　長期継続（その２）」実施経費の支出について（第３四半期分）
97,277,809

財政局 課税課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 「課税資料入力等業務委託　長期継続（その２）」実施経費の支出について（第３四半期分）
71,562,699

財政局 課税課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 固定資産税（償却資産）担当事務用ゴム印買入に係る経費の支出について
13,327

財政局 課税課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 固定資産経年異動判読運用機器長期借入に係る経費の支出について（12月分）
80,136

財政局
固定資産評価審査委員
会

平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費
固定資産評価審査委員
会費

旅費　費用弁償 固定資産評価審査委員会委員の交通費の支出について（12月分）
2,560

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所税務事務用切手購入経費の支出について（平成27年1月分）
124,558

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 備品購入費　庁用器具費 梅田市税事務所税務事務用シュレッダー買入経費の支出について
264,729
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財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
160

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
3,780

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
1,210

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田市税事務所税務事務用ゴム印及びデータ印買入経費の支出について
3,240

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 梅田市税事務所　非常勤嘱託職員市内出張交通費（１２月分）の支出について
4,200

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所　再任用職員市内出張交通費（１２月分）の支出について
2,680

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 税務事務用　郵便切手（照会文書返信用等）購入経費の支出について（1月分）
101,400

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 京橋市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
2,700

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 京橋市税事務所非常勤嘱託職員等にかかる管外出張旅費・市内出張旅費の支出について（平成26年12月分）
3,980

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所非常勤嘱託職員等にかかる管外出張旅費・市内出張旅費の支出について（平成26年12月分）
1,200

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 弁天町市税事務所にかかる嘱託職員市内出張交通費の支出について（１１月分）
3,567

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所にかかる再任用職員市内出張交通費の支出について（１１月分）
3,890

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　特別旅費 平成２６年度滞納整理事務新任管理監督者研修に係る管外出張旅費の支出について
46,964

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 弁天町市税事務所に係る小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
700

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　手数料 弁天町市税事務所に係る小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
750

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 弁天町市税事務所一般事務用消耗品購入に係る経費の支出について
21,805

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所にかかる一般事務用郵便切手購入経費の支出について（2月）
109,500

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所事務用切手購入代金の支出について（1月分）
57,400

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
381

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
30

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
7,500

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
1,778

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
2,000

財政局
なんば市税事務所課税
担当

平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 相続財産管理人の選任の実施に係る郵便切手及び収入印紙の支出について
2,230

財政局
なんば市税事務所課税
担当

平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 相続財産管理人の選任の実施に係る郵便切手及び収入印紙の支出について
800

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所滞納整理事務文書返信用等郵便切手購入経費の支出について（1月分）
132,892

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 あべの市税事務所事務用ゴム印4点買入経費の支出について
5,959

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 あべの市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
2,160

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 あべの市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
4,457

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 あべの市税事務所事務用傘袋ほか14点消耗品買入経費の支出について
64,978

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員の市内出張交通費の支出について（12月分）
2,160

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 再任用職員及び臨時的任用職員の市内出張交通費の支出について（12月分）
9,020

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所における返信用・料金不足切手代の支出について(1月分）
90,800

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員にかかる市内出張交通費の支出について（１１月分）
14,420

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 再任用職員にかかる市内出張交通費の支出について（１１月分）
1,220

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年分年末調整関係用紙及び法定調書関係用紙の共同封入事業に係る地方公共団体分担金の支出について－２
911,906

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年分年末調整関係用紙及び法定調書関係用紙の共同発送事業に係る地方公共団体分担金の支出について
4,033,666

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 船場法人市税事務所における裁断機（連続フォームバースター）一式長期借入経費の支出について（１２月分）
33,048

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成25年度～平成26年度　船場法人市税事務所における収納管理業務に係る労働者派遣導入経費の支出について（１２月分）
331,836

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（中間還付２２６件）
1,549,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 資金前渡による市税の還付金にかかる還付加算金１月分の支出について
700,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月05日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出中間還付１件）
148,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月05日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡による市税の還付金１月分の支出について（歳出）
7,000,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１件）
141,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１件）
252,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１２３件）
1,181,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分５件）
7,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月06日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１０件）
136,053
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財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月06日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２５１件）
12,929,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月06日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出単票）
788,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月06日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出単票）
772,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２５件）
1,121,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分１件）
14,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月07日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
930

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月07日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出６６件）
11,934,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（７件）
24,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月08日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
15,843

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月08日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２２件）
518,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分８件）
44,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（８件）
25,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月09日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出３７件）
1,679,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　特別旅費 平成26年度滞納整理事務新任管理監督者研修への職員の参加にかかる管外出張旅費の支出について
46,640

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２７件）
135,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分２件）
5,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月13日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１００件）
4,813,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月13日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
88,571

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（４２件）
247,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月15日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割４件）
7,675

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月15日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出９０件）
4,684,621

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（３件）
11,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月16日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４件）
104,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（６件）
25,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分５件）
21,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月19日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割単票）
41,450

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月19日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２１件）
406,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月19日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
7,194

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２４件）
890,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月20日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
27,124

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月20日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出７４件）
8,251,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分５件）
8,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２０件）
201,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月21日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出６１件）
4,101,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月21日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
31,480

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（６件）
268,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月22日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出３２件）
3,561,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（９件）
90,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月23日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出３８件）
1,588,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月23日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割５件）
163,385

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１２件）
56,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月26日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２８件）
1,839,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（８件）
22,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分２件）
3,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月27日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出３８件）
648,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月27日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
3,190

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１１件）
32,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月28日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２２件）
463,500
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財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２２件）
12,320,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分２件）
17,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月29日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
13,572

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月29日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出６４件）
136,970,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（中間還付１１２件）
725,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年01月30日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出中間還付１件）
4,200

都市計画局 都市計画課 平成27年01月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 統合型ＧＩＳ（市民向けＧＩＳ）サービス提供業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２６年度１１月分）
172,800

都市計画局 都市計画課 平成27年01月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定事務用等平成２６年度１０月分市内出張等旅費の支出について
2,472

都市計画局 都市計画課 平成27年01月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定事務用等平成２６年度１０月分市内出張等旅費の支出について
22,363

都市計画局 都市計画課 平成27年01月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定事務用国家戦略特区ワーキンググループヒアリングに関する協議に係る東京管外出張旅費の支出について
29,020

都市計画局 都市計画課 平成27年01月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 統合型地理情報システム（庁内業務GIS）用ソフトウェアの長期借入に係る使用料の支出について（11月分）
322,920

都市計画局 都市計画課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画行政支援システム用都市計画窓口システム用機器一式　長期借入（12月分)
34,452

都市計画局 都市計画課 平成27年01月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画行政支援システム用　地形図管理基本システム用サーバ・ソフト及び周辺装置一式　長期借入（12月分）
86,076

都市計画局 都市計画課 平成27年01月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　会費 都市計画広報連絡事務用　第３０回政令指定市都市計画主管局長会議参加費の支出について
7,000

都市計画局 都市計画課 平成27年01月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 都市計画決定等関係事務用　ＮＰＯ地域デザイン研究会プロジェクト研究会参加にかかる資料代の支出について
2,000

都市計画局 都市計画課 平成27年01月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 統合型地理情報システム（庁内業務GIS）用ソフトウェアの長期借入に係る使用料の支出について（12月分）
322,920

都市計画局 都市計画課 平成27年01月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費
都市計画広報連絡事務用浜松市管外出張旅費の支出について（国際都市計画交流組織（INEX）推進協議会平成26年度第２回人口減少期の計画制度部会出席にかかる
出張） 25,280

都市計画局 都市計画課 平成27年01月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 統合型地理情報システム（庁内業務GIS）用サーバ機器及び周辺装置の長期借入に係る使用料の支出について（11月分）
619,056

都市計画局 交通政策課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報酬　其他委員等報酬 総合交通対策関係事務用　大阪市鉄道ネットワーク審議会委員報酬等の支出について
23,765

都市計画局 交通政策課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　費用弁償 総合交通対策関係事務用　大阪市鉄道ネットワーク審議会委員報酬等の支出について
1,480

都市計画局 交通政策課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報酬　其他委員等報酬 総合交通対策関係事務用　大阪市鉄道ネットワーク審議会委員報酬等の支出について
23,765

都市計画局 交通政策課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　費用弁償 総合交通対策関係事務用　大阪市鉄道ネットワーク審議会委員報酬等の支出について
740

都市計画局 総務担当 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　シャープペンシル外12点の購入経費の支出について
72,532

都市計画局 総務担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用プリンタートナー等購入代金の支出について
61,398

都市計画局 総務担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 一般事務用　国家戦略特区ワーキンググループによるうめきた２期地区開発に関するヒアリングに伴う出張旅費の支出について
28,840

都市計画局 総務担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
5,700

都市計画局 総務担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
492

都市計画局 総務担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
410

都市計画局 総務担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
8

都市計画局 総務担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（計画調整局）一式　長期借入に伴う経費の支出について(12月分)
123,746

都市計画局 総務担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（計画調整局）一式　長期借入に伴う経費の支出について(12月分)
172,929

都市計画局 総務担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（計画調整局）一式　長期借入に伴う経費の支出について(12月分)
80,779

都市計画局 総務担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　ファクシミリ（リコー ＲＩＦＡＸ ＭＬ４６００） 借入に伴う経費の支出について(12月分)
4,590

都市計画局 総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用等　地方公共団体契約実務の要点外４点の概算買入経費の支出について
20,843

都市計画局 総務担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　朝日新聞（１０～１２月分）の購入にかかる経費の支出について
48,444

都市計画局 総務担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　日本経済新聞（１０～１２月分）の購入にかかる経費の支出について
54,108

都市計画局 総務担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　読売新聞（１０～１２月分）の購入にかかる経費の支出について
48,444

都市計画局 総務担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　産経新聞（１０～１２月分）の購入にかかる経費の支出について
48,444

都市計画局 総務担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　毎日新聞（１０～１２月分）の購入にかかる経費の支出について
48,444

都市計画局 総務担当 平成27年01月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（12月分）
21,949

都市計画局 総務担当 平成27年01月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（12月分）
12,940

都市計画局 総務担当 平成27年01月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（12月分）
140,216

都市計画局 総務担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（12月分）
10,007

都市計画局 総務担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（12月分）
72,332

都市計画局 総務担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（12月分）
31,878

都市計画局 総務担当 平成27年01月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（12月分）
3,199

都市計画局 総務担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内および近接地出張旅費の支出について（１２月分）
13,594

都市計画局 総務担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 一般事務用　うめきた２期地区開発に関する打ち合わせに伴う出張旅費の支出について
29,300
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都市計画局 統計調査担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内出張交通費の支出について（11月分）
3,104

都市計画局 統計調査担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内出張交通費の支出について（11月分）
7,648

都市計画局 統計調査担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内出張交通費の支出について（11月分）
420

都市計画局 統計調査担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内出張交通費の支出について（11月分）
4,348

都市計画局 統計調査担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内出張交通費の支出について（11月分）
280

都市計画局 統計調査担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内出張交通費の支出について（11月分）
1,624

都市計画局 統計調査担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年経済センサス‐基礎調査及び平成26年商業統計調査審査会場にかかるプロバイダ利用料金の支出について（11月利用分）
1,404

都市計画局 統計調査担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 使用料及賃借料　使用料 平成27年国勢調査調査区設定事務にかかる事務用パソコン等借入にかかる経費の支出について
143,856

都市計画局 統計調査担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 平成26年経済センサス-基礎調査及び平成26年商業統計調査にかかる督促用はがきの購入経費の支出について
3,240

都市計画局 統計調査担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　印刷製本費 統計解析事務用平成23年度大阪市民経済計算年報印刷経費の支出について
30,780

都市計画局 統計調査担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 平成26年全国消費実態調査及び人口分析に係る物品買入経費の支出について
141,815

都市計画局 統計調査担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 平成26年全国消費実態調査及び人口分析に係る物品買入経費の支出について
939

都市計画局 統計調査担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　損害保険料 統計調査員確保対策事務用　平成26年度都道府県別登録調査員等研修に係る傷害保険料の支出について
1,118

都市計画局 統計調査担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年全国消費実態調査にかかる記入者謝礼品（ＱＵＯカード2
000円券、500円券及
び300円券）の購入経

都市計画局 統計調査担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計解析事務用等市内出張交通費の支出について（12月分）
504

都市計画局 統計調査担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計解析事務用等市内出張交通費の支出について（12月分）
560

都市計画局 統計調査担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計解析事務用等市内出張交通費の支出について（12月分）
504

都市計画局 統計調査担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計解析事務用等市内出張交通費の支出について（12月分）
4,256

都市計画局 統計調査担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 使用料及賃借料　使用料 統計資料室内管理用端末等機器一式借入に伴う賃借料の支出について（１２月分）
6,615

都市計画局 うめきた整備担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　筆耕翻訳料 一般事務用　第６回大阪駅周辺地域部会速記録作成業務経費の支出について
24,300

都市計画局 開発計画課 平成27年01月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 淀屋橋アイ・スポット用電話料金等の支出について（11月分）
8,023

都市計画局 開発計画課 平成27年01月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 淀屋橋アイ・スポット用インターネットプロバイダ料金等の支出について（11月分）
2,516

都市計画局 開発計画課 平成27年01月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　手数料 淀屋橋アイ・スポット用インターネットプロバイダ料金等の支出について（11月分）
108

都市計画局 開発計画課 平成27年01月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 開発計画関係事務用大規模開発地区関連交通計画セミナー参加費（資料代）の支出について
10,000

都市計画局 開発計画課 平成27年01月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用民間開発による拠点開発の推進についての意見交換等のための管外出張旅費の支出について（12月15日分）
28,840

都市計画局 開発計画課 平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 開発計画関係事務用大阪府咲洲庁舎にかかる電話料金の支出について（１１月分）
23,672

都市計画局 開発計画課 平成27年01月22日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 需用費　消耗品費 公共用地先行取得事業用地の管理にともなう物品購入の支出について
8,013

都市計画局 開発計画課 平成27年01月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 開発計画関係事務用咲洲庁舎（夢洲・咲洲地区活性化共同チーム）コピー代の支出について（１０～１２月分）
864

都市計画局 開発計画課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用朝日新聞他１点（１０月～１２月分）の購入にかかる経費の支出について
25,638

都市計画局 開発計画課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用毎日新聞（１０月～１２月分）の購入にかかる経費の支出について
12,111

都市計画局 開発計画課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用産経新聞（１０月～１２月分）の購入にかかる経費の支出について
12,111

都市計画局 開発計画課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用読売新聞（１０月～１２月分）の購入にかかる経費の支出について
12,111

都市計画局 開発計画課 平成27年01月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用市内出張交通費等の支出について（11月分）
6,214

都市計画局 開発計画課 平成27年01月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　光熱水費 淀屋橋アイ・スポット用電気料の支出について（12月分）
12,518

都市計画局 開発計画課 平成27年01月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（咲州庁舎）費用の支出について（１２月分）
5,130

都市計画局 開発計画課 平成27年01月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 開発計画関係事務用ファクシミリの借入にかかる経費の支出について（12月分）
4,590

都市計画局 開発計画課 平成27年01月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 淀屋橋アイ・スポット用管理費（分担金）の支出について（1月分）
111,400

都市計画局 開発計画課 平成27年01月30日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 旅費　普通旅費 土地先行取得事務用市内出張交通費等の支出について（11月分）
1,584

都市計画局 開発誘導課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 建築美観誘導事務用開発誘導課市内出張交通費等の支出について（１１月分）
9,811

都市計画局 開発誘導課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 開発許可関係事務用　市内出張交通費等の支出について（１２月分）
11,590

都市計画局 開発誘導課 平成27年01月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　補助金 まちづくり活動支援事業用まちづくり活動支援制度に基づく補助金の支出について（第2回　久左衛門町及び三津寺町まちづくり協議会）
150,000

都市計画局 開発誘導課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　食糧費 第42回大阪市都市景観委員会に係る食糧費の支出について
900

都市計画局 開発誘導課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 負担金、補助及交付金　会費 都市景観委員会用第20回都市景観形成推進協議会委員会参加分担金の支出について
18,000

都市計画局 建築企画課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 大阪市建築審査会（12月定例会）にかかる委員報酬及び費用弁償の支出について
99,425

都市計画局 建築企画課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 大阪市建築審査会（12月定例会）にかかる委員報酬及び費用弁償の支出について
3,570

都市計画局 建築企画課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　普通旅費 建築基準行政事務用　市内・近接地出張交通費（10月分）の支出について
73,721

都市計画局 建築企画課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　食糧費 建築審査会事務用食糧費（大阪市建築審査会１２月定例会）の支出について
600

都市計画局 建築企画課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務　事務用品の購入にかかる経費の支出について
63,656
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都市計画局 建築企画課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 建築基準行政事務用　切手の購入経費の支出について
4,100

都市計画局 建築企画課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　普通旅費 建築基準行政事務用　市内・近接地出張交通費（11月分）の支出について
34,683

都市計画局 建築企画課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務　モノクロファクシミリ使用料の支出について（12月分）
12,180

都市計画局 建築企画課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（１２月分）の支出について（相談用）
11,688

都市計画局 建築企画課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築行政事務用　平成２６年度１２月分　建築計画概要書等の写し交付等業務委託にかかる経費の支出について
166,779

都市計画局 建築企画課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 備品購入費　図書購入費 建築基準行政事務用　書籍の購入にかかる経費の支出について
5,400

都市計画局 建築企画課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　書籍購入にかかる経費の支出について
47,888

都市計画局 建築企画課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（１２月分）の支出について
21,609

都市計画局 建築企画課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（１２月分）の支出について
29,344

都市計画局 建築企画課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 大阪市建築審査会（1月定例会）にかかる委員報酬及び費用弁償の支出について
99,425

都市計画局 建築企画課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 大阪市建築審査会（1月定例会）にかかる委員報酬及び費用弁償の支出について
3,390

都市計画局 建築企画課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　食糧費 建築審査会事務用食糧費（大阪市建築審査会１月定例会）の支出について
600

都市計画局 建築確認課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　手数料 建築基準行政事務用　構造計算適合性判定業務手数料の支出について　12月分（OKBC）
117,100

都市計画局 建築確認課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築指導行政事務用　平成２３年度建築行政支援システムの再構築に係る機器長期借入料（１２月分）の支出について
64,692

都市計画局 建築確認課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用　市民用建築情報検索システムの構築に係る機器等一式　長期借入料（１２月分）の支出について
65,340

都市計画局 建築確認課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　建築行政共用データベースシステム（庁内サーバ環境）利用に係る業務委託料（１２月分）の支出について
269,136

都市計画局 建築確認課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　平成２６年建築台帳整備に係るデータ入力業務委託料（１２月分）の支出について
192,000

都市計画局 建築確認課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　大阪市建築行政支援システム運用業務委託料（１２月分）の支出について
140,400

都市計画局 建築確認課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　手数料 建築基準行政事務用　構造計算適合性判定業務手数料の支出について　12月分（GBRC）
221,900

都市計画局 監察課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 違反建築物対策等支援業務用　市内出張交通費（１１月分）の支出について
3,420

都市計画局 監察課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 違反建築物対策等支援業務用　市内出張交通費（１２月分）の支出について
2,300

福祉局 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室電話料金（３回線）の支出について（１１月分）
40,506

福祉局 総務課 平成27年01月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室電話料金（３回線）の支出について（１１月分）
41,519

福祉局 総務課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 福祉局連続講座「手話講習会」にかかる業務委託料の支出について
24,000

福祉局 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　平成２６年１１月分コピー代金の支出について（２台分）
42,590

福祉局 総務課 平成27年01月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　平成２６年１１月分コピー代金の支出について（２台分）
43,654

福祉局 総務課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉局業務用　市内出張旅費の支出について（平成２６年１１月分）
6,908

福祉局 総務課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２６年度 社会福祉法人会計研修に係る所要経費の支出について（クレオ大阪中央ホールの舞台設営・操作業務委託料）
60,480

福祉局 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （21) 一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファクシミリ・給付金事務センター）の借入にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
28,080

福祉局 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑯　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（介護保険課）にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
5,985

福祉局 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑬　一般事務用　視覚障がい者用パソコン等機器の長期借入にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
53,330

福祉局 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑭　一般事務用　平成２６年度デジタル印刷機長期借入（総務部）経費の支出について（平成２６年１２月分）
10,108

福祉局 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑰　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（総務部外３ヶ所）経費の支出について（平成２６年１２月分）
27,720

福祉局 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑮　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファクシミリ・自立支援課緊急入院保護グループ分）の長期借入経費の支出について（平成２６年１２月分）
7,344

福祉局 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （22) 一般事務用　視覚障がい者用パソコン等機器の借入にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
27,687

福祉局 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑱　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（リハセン・総福システム）にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
7,560

福祉局 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑲　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（地域福祉課）にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
5,460

福祉局 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑳　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（更生相談所）にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
6,510

福祉局 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ④　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成23年3月導入）の長期借入経費の支出について（平成２６年１２月分）
911,257

福祉局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞の買入（年間購読）経費の支出について（１０月～１２月分）
5,981

福祉局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞の買入（年間購読）経費の支出について（１０月～１２月分）
5,981

福祉局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞の買入（年間購読）経費の支出について（１０月～１２月分）
5,981

福祉局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 法人監理グループ事務用　ノート外１９点の買入経費の支出について
31,959

福祉局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 船場分室庁舎管理用　電気使用料の支出について（平成２６年１１月分）
27,231

福祉局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（12月分）
1,215

福祉局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑪　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成26年10月導入）の長期借入経費の支出について（平成２６年１２月分）
44,582

福祉局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 船場分室用ファクシミリ長期借入について（１２月分）
6,118

福祉局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑧　一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器借入（再リース）経費の支出について（平成２６年１２月分）
29,700
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福祉局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑨　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２６．３導入）長期借入経費の支出について（平成２６年１２月分）
370,761

福祉局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑦　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２５．３導入）長期借入経費の支出について（平成２６年１２月分）
176,251

福祉局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑥　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２４．１１導入）長期借入経費の支出について（平成２６年１２月分）
132,332

福祉局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑩　庁内情報利用パソコン機器等(福祉局)(２)の長期借入経費の支出について（平成２６年１２月分）
207,576

福祉局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑤　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成24年3月導入）の長期借入経費の支出について（平成２６年１２月分）
235,695

福祉局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場分室庁舎管理用　船場センタービル管理費及び修繕積立金の支出について（平成27年１月分）
737,052

福祉局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（12月分）
6,026

福祉局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（12月分）
141

福祉局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（12月分）
5,766

福祉局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（12月分）
2,250

福祉局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（12月分）
1,036

福祉局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（12月分）
5,986

福祉局 総務課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞の買入（年間購読）経費の支出について（１０月～１２月分）
6,130

福祉局 総務課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞の買入（年間購読）経費の支出について（１０月～１２月分）
6,130

福祉局 総務課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞の買入（年間購読）経費の支出について（１０月～１２月分）
6,130

福祉局 総務課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 船場分室庁舎管理用　電気使用料の支出について（平成２６年１１月分）
27,911

福祉局 総務課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 船場分室用ファクシミリ長期借入について（１２月分）
6,272

福祉局 総務課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場分室庁舎管理用　船場センタービル管理費及び修繕積立金の支出について（平成27年１月分）
755,476

福祉局 総務課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（12月分）
783

福祉局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 ②　一般事務用　平成26年12月分コピー代金の支出について（2台分）
55,489

福祉局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 ③　一般事務用　平成26年12月分コピー代金の支出について（1台分）
4,207

福祉局 総務課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　平成２６年１２月分コピー代金の支出について（２台分）
40,560

福祉局 総務課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用逓送未配達事業所への郵送経費の支出について（弘済院・平成26年12月分）
1,353

福祉局 総務課 平成27年01月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　平成２６年１２月分コピー代金の支出について（２台分）
41,575

福祉局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２６年度福祉局文書等逓送業務委託料の支出について（平成２６年１２月分）
90,748

福祉局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成２６年度福祉局文書等逓送業務委託料の支出について（平成２６年１２月分）
116,931

福祉局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 人事・勤務条件グループ事務用普通旅費（１２月分）の支出について
2,940

福祉局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 人事・勤務条件グループ事務用普通旅費（１１月分）の支出について
1,620

福祉局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 法人監理事務用社会福祉法人・施設の経営実務（追録）買入経費の支出について
11,384

福祉局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞及び日本経済新聞の買入（年間購読）経費の支出について（10～12月分）
12,661

福祉局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 ①　一般事務用　平成26年12月コピー代金の支出について（10台分）
436,100

福祉局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室電話料金（３回線）の支出について（１２月分）
49,189

福祉局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 法人監理グループにおける後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
11,996

福祉局 総務課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞及び日本経済新聞の買入（年間購読）経費の支出について（10～12月分）
12,977

福祉局 総務課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室電話料金（３回線）の支出について（１２月分）
50,418

福祉局 経理・企画課 平成27年01月05日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金事務用　大阪市中央卸売市場　電話利用料（１２月請求分その２）の支出について
1,231,069

福祉局 経理・企画課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 企画グループ事務用「ダブルクリップ　外８点」買入に係る経費の支出について
15,957

福祉局 経理・企画課 平成27年01月07日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金の支出について（１月７日支給分）
108,170,000

福祉局 経理・企画課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 「厚生の指標」外２点　買入（年間購読）に係る経費の支出について（１２月分）
38,660

福祉局 経理・企画課 平成27年01月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金支給事務用　ラベルシールの購入経費の支出について
68,040

福祉局 経理・企画課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 経理・調達事務用「地方財務実務提要追録519-520号　買入」にかかる経費の支出について
4,526

福祉局 経理・企画課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 経理・調達事務用「地方公共団体契約実務の要点追録66-68号　ほか１点　買入」にかかる経費の支出について
14,139

福祉局 経理・企画課 平成27年01月15日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金事務用　大阪市中央卸売市場　電話利用料（１月請求分）の支出について
8,170

福祉局 経理・企画課 平成27年01月15日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

使用料及賃借料　使用料 臨時福祉給付金支給事業用オフィスデスク他１０点の借入に係る経費の支出について（第７回目）
966,708

福祉局 経理・企画課 平成27年01月15日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金の支出について（１月１５日支給分）
80,945,000

福祉局 経理・企画課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 調査研究用「厚生法規総覧追録（４６３６～４６４６号）」買入に係る経費の支出について
32,551

福祉局 経理・企画課 平成27年01月20日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金の支出について（１月２０日支給分）
130,790,000

福祉局 経理・企画課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立社会福祉センター管理代行料の支払いについて（第４四半期分）
8,128,277
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福祉局 経理・企画課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 経理・調達事務用市内出張旅費の支出について（１２月分）
2,000

福祉局 経理・企画課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 施設管理用もと生江地区共同浴場の電気代の支出について（１２月分）
377

福祉局 経理・企画課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２６年度もと夕凪寮機械警備業務委託料の支出について（１２月分）
19,116

福祉局 経理・企画課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 企画グループ市内出張交通費の支出について（１２月分）
380

福祉局 経理・企画課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 施設管理用港区老人福祉センターの電気代の支出について（１２月分）
97,843

福祉局 経理・企画課 平成27年01月23日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金支給事務用　郵便料金（１２月分）の支出について（料金後納郵便分）
4,239,944

福祉局 経理・企画課 平成27年01月23日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金支給事務用　料金受取人払郵便料金（１２月分）の支出について
2,910,418

福祉局 経理・企画課 平成27年01月23日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 大阪市臨時福祉給付金支給事業及び大阪市子育て世帯臨時特例給付金支給事業コールセンター運営業務に係る所要経費の支出について（１２月分）
4,692,096

福祉局 経理・企画課 平成27年01月23日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 臨時福祉給付金支給事業実施に係る労働者派遣経費の支出について（１２月分）
37,144,077

福祉局 経理・企画課 平成27年01月23日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 臨時福祉給付金支給事業に係る申請書等作成、印字・事務処理業務の所要経費の支出について（第５回目）
302,124

福祉局 経理・企画課 平成27年01月23日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

使用料及賃借料　使用料 臨時福祉給付金支給事務用　ホワイトボードの借入経費の支出について（１２月分）
16,971

福祉局 経理・企画課 平成27年01月23日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

委託料　委託料 大阪市臨時福祉給付金支給事業及び大阪市子育て世帯臨時特例給付金支給事業コールセンター運営業務に係る所要経費の支出について（１２月分）
1,173,024

福祉局 経理・企画課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 管財グループ業務用普通旅費の支出について（１２月分）
20,513

福祉局 経理・企画課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成２６年度福祉局後納郵便料金の一括支払について（１２月分）
1,945,595

福祉局 経理・企画課 平成27年01月26日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　光熱水費 臨時福祉給付金支給事務用　中央卸売市場業務管理棟１３・１４階　電気使用料の支出について（１２月分）
106,187

福祉局 経理・企画課 平成27年01月27日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金の支出について（１月２７日支給分）
99,685,000

福祉局 経理・企画課 平成27年01月27日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る刑事施設に収容されている者に対する臨時福祉給付金の支給について（第４回）
985,000

福祉局 経理・企画課 平成27年01月28日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（三井住友銀行：１２月分）
584,280

福祉局 経理・企画課 平成27年01月29日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（三菱東京ＵＦＪ銀行：１２月分）
719,928

福祉局 経理・企画課 平成27年01月29日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（りそな銀行：１２月分）
487,624

福祉局 経理・企画課 平成27年01月29日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（みずほ銀行：１２月分）
303,156

福祉局 経理・企画課 平成27年01月29日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 大阪市臨時福祉給付金支給事業に係る資金警備輸送業務及び現金封入封緘業務委託料の支出について（１２月分）
1,654,808

福祉局 経理・企画課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 平成26年度福祉局小口支払基金の繰入について（12月分）
4,308

福祉局 経理・企画課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　食糧費 平成26年度福祉局小口支払基金の繰入について（12月分）
5,800

福祉局 経理・企画課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　印刷製本費 平成26年度福祉局小口支払基金の繰入について（12月分）
5,184

福祉局 経理・企画課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成26年度福祉局小口支払基金の繰入について（12月分）
31,980

福祉局 経理・企画課 平成27年01月30日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金支給事務用　コピー代金の支出について（１２月分）
15,169

福祉局 地域福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　交付金 平成26年度地域福祉活動支援事業交付金の支出について（第４四半期分）
267,355,989

福祉局 地域福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 相談支援グループ　平成２６年１１月分出張旅費の支出について
6,160

福祉局 地域福祉課 平成27年01月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 平成２６年度高齢者虐待対応研修（対応期から終結期）にかかる講師謝礼の支出について
18,360

福祉局 地域福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）補助金の支出について（第４四半期）
127,636,250

福祉局 地域福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 権利擁護相談支援サポートセンター事業及び休日夜間福祉電話相談事業委託事業者選定委員会委員報償金の支出について
51,115

福祉局 地域福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 総合福祉システム事務用市内出張交通費の支出について（１１月分）
9,400

福祉局 地域福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 総合福祉システム事務用市内出張交通費の支出について（１０月分）
2,120

福祉局 地域福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 民生委員・児童委員の公務災害にかかる療養補償費の支出について　　　　　　　　　　（生野区第８請求分）
2,934

福祉局 地域福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会民生委員審査専門分科会委員報酬及び費用弁償の支出について（平成26年11月25日開催分）
96,030

福祉局 地域福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会民生委員審査専門分科会委員報酬及び費用弁償の支出について（平成26年11月25日開催分）
1,620

福祉局 地域福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成２６年度障がい者虐待事例検証会議にかかる講師謝礼の支出について
31,760

福祉局 地域福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（地域福祉課（企画グループ））の支出について（11月分）
17,578

福祉局 地域福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２６年度休日・夜間サポートライン事業委託料の支出について（第４四半期）（長期継続契約）
6,703,484

福祉局 地域福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２６年度権利擁護相談支援サポートセンター事業委託料の支出について（第４四半期）（長期継続契約）
12,952,620

福祉局 地域福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２６年度　大阪市総合福祉システム保守支援業務委託料の経費の支出について
53,089,510

福祉局 地域福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機及び周辺装置借入経費の支出について（１２月分）
232,218

福祉局 地域福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（１２月分）
455,517

福祉局 地域福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム（認定事務センター用）端末等機器増設に伴う機器の借入に係る所要経費の支出について（１２月分）
118,130

福祉局 地域福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用共通ソフトウェア借入経費の支出について（１２月分）
262,598

福祉局 地域福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用サーバ機及び周辺装置借入経費の支出について（１２月分）
306,450

福祉局 地域福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 平成２６年度　大阪市総合福祉システム保守支援業務委託料の経費の支出について
1,924,020
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福祉局 地域福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用共通ソフトウェア借入経費の支出について（１２月分）
33,048

福祉局 地域福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　総合福祉システム用端末機（住宅分２４台）借入の実施並びに所要経費の支出について（１２月分）
27,216

福祉局 地域福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度　大阪市総合福祉システム保守支援業務委託料の経費の支出について
73,245,241

福祉局 地域福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用サーバ機及び周辺装置借入経費の支出について（１２月分）
1,225,800

福祉局 地域福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用共通ソフトウェア借入経費の支出について（１２月分）
1,596,279

福祉局 地域福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（１２月分）
1,822,068

福祉局 地域福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機（生保増設分７７台）借入の実施並びに所要経費の支出について（１２月分）
74,736

福祉局 地域福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機及び周辺装置借入経費の支出について（１２月分）
1,208,163

福祉局 地域福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機（生保増設分２０３台）借入の実施並びに所要経費の支出について（１２月分）
630,460

福祉局 地域福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成２６年度　大阪市総合福祉システム保守支援業務委託料の経費の支出について
5,907,374

福祉局 地域福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機及び周辺装置借入経費の支出について（１２月分）
208,870

福祉局 地域福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用サーバ機及び周辺装置借入経費の支出について（１２月分）
306,450

福祉局 地域福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（１２月分）
455,517

福祉局 地域福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用共通ソフトウェア借入経費の支出について（１２月分）
231,426

福祉局 地域福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成２６年度　大阪市総合福祉システム保守支援業務委託料の経費の支出について
42,621,360

福祉局 地域福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（１２月分）
911,034

福祉局 地域福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用端末機及び周辺装置借入経費の支出について（１２月分）
337,927

福祉局 地域福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用サーバ機及び周辺装置借入経費の支出について（１２月分）
612,900

福祉局 地域福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用共通ソフトウェア借入経費の支出について（１２月分）
404,689

福祉局 地域福祉課 平成27年01月26日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 大阪市総合福祉システム再構築・運用保守等業務の実施及び所要経費の支出について（第２回中間払い分）
150,263,737

福祉局 地域福祉課 平成27年01月26日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 生活保護施設整備費 委託料　委託料 大阪市総合福祉システム再構築・運用保守等業務の実施及び所要経費の支出について（第２回中間払い分）
601,054,947

福祉局 地域福祉課 平成27年01月26日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 生活保護施設整備費 委託料　委託料 新総合福祉システムの制度改正等に伴うシステム改修業務の実施及び所要経費の支出について（第１回中間払い分）
46,669,932

福祉局 地域福祉課 平成27年01月26日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 委託料　委託料 大阪市総合福祉システム再構築・運用保守等業務の実施及び所要経費の支出について（第２回中間払い分）
150,263,736

福祉局 地域福祉課 平成27年01月26日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 大阪市総合福祉システム再構築・運用保守等業務の実施及び所要経費の支出について（第２回中間払い分）
300,527,474

福祉局 地域福祉課 平成27年01月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 高齢者虐待防止にかかる緊急連絡携帯電話料金の支出について（12月分）
2,977

福祉局 地域福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 セーフティネット支援対策等事業費補助金に関するヒアリングに係る東京出張について
58,480

福祉局 保護課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用レセプトデータ受信のための回線使用料の支出について（１２月分）
6,231

福祉局 保護課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成２６年度心理判定業務にかかる出張について（救護施設角川ヴィラ）
1,940

福祉局 保護課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業補助金の支出について（3回目分）
1,471,000

福祉局 保護課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 心理判定用市内出張交通費（８月分）の支出について
14,800

福祉局 保護課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 高校就学支援員派遣事業（北ブロック）にかかる委託料の支出について（１０月分）
2,948,085

福祉局 保護課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 高校就学支援員派遣事業（南ブロック）にかかる委託料の支出について（１０月分）
3,728,010

福祉局 保護課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（１１月業務分、１２月分保護費）の支出について
1,275,750

福祉局 保護課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護一般事務用テレホンスタンドほか９点買入にかかる経費の支出について
44,370

福祉局 保護課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市立生活保護施設の運営委託料に係る経費の支出について（１月分）　　　　　　　（淀川救護寮、淀川更生寮、大淀救護寮、大淀更生寮、港晴寮、第２港晴寮）
100,386,890

福祉局 保護課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護施設措置費（平成27年1月分）の支出について
67,543,342

福祉局 保護課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　施設事務費 生活保護施設措置費（平成27年1月分）の支出について
230,167,706

福祉局 保護課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護一般事務用　平成２６年度「生活と福祉」買入にかかる経費の支出について（平成２６年１２月号）
10,692

福祉局 保護課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費住宅扶助金（府営住宅代理納付分）平成２７年１月分の支出について
38,390,700

福祉局 保護課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等支援給付レセプト電子データ提供料の支出について　平成２６年１１月審査分
1,204

福祉局 保護課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成２６年度心理判定業務にかかる出張について（救護施設角川ヴィラ）
3,880

福祉局 保護課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 心理判定用市内出張交通費（９～１１月分）の支出について
46,270

福祉局 保護課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 総福システム関連用レセプト電子データ提供料の支出について　平成２６年１１月審査分
487,186

福祉局 保護課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 地域で実施する日本語交流事業開催業務委託にかかる経費の支出について
46,560

福祉局 保護課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（福祉用具購入費、住宅改修費）の支出について
10,380

福祉局 保護課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（眼鏡）の支出について
47,524

福祉局 保護課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　措置扶助金 支援給付被支援者にかかる配偶者支援金の支出について（平成２７年１月分）随時
42,933

福祉局 保護課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 被保護高齢者世帯訪問等非常勤嘱託職員の通勤災害にかかる療養補償費の支出について（平成２６年７月～１０月分）
46,756
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福祉局 保護課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（ホーリーホーム１１月分）
547,200

福祉局 保護課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（更生施設　大淀寮１１月分）
40,700

福祉局 保護課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（三徳寮１１月分）
1,083,800

福祉局 保護課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（平和寮１１月分）
32,200

福祉局 保護課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（更生施設　淀川寮１１月分）
541,500

福祉局 保護課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（救護施設　淀川寮１１月分）
248,200

福祉局 保護課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費（１１月分）の支出について　保護グループ
26,580

福祉局 保護課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 高校就学支援員派遣事業（北ブロック）にかかる委託料の支出について（１１月分）
2,310,105

福祉局 保護課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人介護支援給付費審査支払手数料平成２６年１２月審査分（１月支払分）の支出について
26,505

福祉局 保護課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 中国残留邦人等介護支援給付費　平成２６年１２月審査分（１月支払分）の支出について
1,612,885

福祉局 保護課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護業務用生活保護法介護給付費審査支払委託料平成２６年１２月審査分（１月支払分）の支出について
6,018,630

福祉局 保護課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務用　生活保護法介護給付費（介護扶助）平成２６年１２月審査分（１月支払分）の支出について
454,545,449

福祉局 保護課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（眼鏡）の支出について
41,289

福祉局 保護課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 生活保護等関連事業委託事業者選定会議の所要経費の支出について
17,145

福祉局 保護課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料
中国残留邦人に対する地域生活支援事業（「中国残留邦人等支援ネットワーク事業」及び「身近な地域での日本語教育支援事業」）業務委託経費の支出について（第４四
半期分） 2,252,934

福祉局 保護課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 大阪市中国残留邦人等に対する支援相談業務委託経費の支出について（第４四半期分）
6,288,065

福祉局 保護課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 中国残留邦人等の日本語教室通学にかかる交通費等の支出について（平成２６年１２月申請分）
295,768

福祉局 保護課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務適正化担当・ケースワーカー用携帯電話端末の回線使用料の支出について（12月分）
169,476

福祉局 保護課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成26年度　生活保護業務にかかる法律相談顧問業務委託の所要経費の支出について
324,000

福祉局 保護課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成26年度　医療扶助の適正化にかかる法律相談顧問業務委託の所要経費の支出について
324,000

福祉局 保護課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護布団類の購入及び同所要経費の支出について（平成２６年１１月分）
998,400

福祉局 保護課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法医療扶助金施術報酬の支出について（平成２７年１月審査分）
22,612,705

福祉局 保護課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　広告料 行旅死亡人官報公告登載料について(平成26年12月申込分)
39,690

福祉局 保護課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 総合就職サポート事業委託業務にかかる経費の支出について（第４四半期分）
149,221,584

福祉局 保護課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 生活保護版レセプト管理システム用サーバ機器等　長期借入（平成２６年１１月～平成３１年１２月）にかかる支出について（１２月分）
374,436

福祉局 保護課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 生活保護事務用レセプト管理システム共通ソフトウェア賃借にかかる支出について（１２月分）
27,216

福祉局 保護課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 生活保護事務用レセプト管理システムサーバ等機器一式長期借入にかかる支出について（１２月分）
248,400

福祉局 保護課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 生活保護事務用レセプト管理システム端末機器一式長期借入にかかる支出について（１２月分）
355,816

福祉局 保護課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 被保護高齢者世帯訪問等非常勤嘱託職員の通勤災害にかかる療養補償費の支出について（平成２６年１１月分）
18,180

福祉局 保護課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 被保護高齢者世帯訪問等非常勤嘱託職員の公務災害にかかる療養補償費の支出について（平成２６年１１月分）
9,804

福祉局 保護課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 被保護者の救護施設入所同行及び事情聴取にかかる出張旅費の支出について
4,240

福祉局 保護課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 「予算関係説明会」への出張旅費の支出について
29,420

福祉局 保護課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（１２月分：１）の支出について
61,236

福祉局 保護課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（１２月分：２）の支出について
264,546

福祉局 保護課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助診療報酬明細書内容点検等業務にかかる所要経費の支出について（平成26年10月依頼分）
2,838,629

福祉局 保護課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助診療報酬明細書内容点検等業務にかかる所要経費の支出について（平成26年11月依頼分）
2,612,007

福祉局 保護課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（１２月分：４）の支出について
480,978

福祉局 保護課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（１２月分：３）の支出について
309,744

福祉局 保護課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助内容点検等業務委託長期契約（概算契約）にかかる経費の支出について（平成26年6月依頼分データによる再審査請求にかかるインセンティブ分）
1,198,860

福祉局 保護課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等に対する地域生活支援事業（「自立支援通訳等派遣事業」及び「総合相談窓口事業」）業務委託経費の支出について（第４四半期分）
5,684,976

福祉局 保護課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料
中国残留邦人に対する地域生活支援事業（「中国残留邦人等支援ネットワーク事業」及び「身近な地域での日本語教育支援事業」）業務委託経費の支出について（第４四
半期） 2,252,949

福祉局 保護課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 高校就学支援員派遣事業（南ブロック）にかかる委託料の支出について（１１月分）
2,932,085

福祉局 保護課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度　総合福祉システム（生活保護システム）出力帳票封入封緘等業務委託の支出について　１２月作業分
938,227

福祉局 保護課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費口座払分(平成２７年２月分）の支出について
7,380,804,957

福祉局 保護課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費口座払分(平成２７年２月分）の支出について
3,473,676,184

福祉局 保護課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費口座払分(平成２７年２月分）の支出について
59,629,863

福祉局 保護課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費口座払分(平成２７年２月分）の支出について
25,133,883

福祉局 保護課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等支援給付審査支払委託料　平成２６年１２月審査分の支出について
71,325



平成26年度（平成27年01月）　公金支出情報

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

福祉局 保護課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２７年２月分）
17,897,893

福祉局 保護課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　住宅扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２７年２月分）
5,599,873

福祉局 保護課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 中国残留邦人等支援給付診療報酬　平成２７年１月審査分（概算払い）の支出について
15,282,000

福祉局 保護課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２７年２月分）
63,020

福祉局 保護課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　措置扶助金 支援給付被支援者にかかる配偶者支援金の支出について（平成２７年２月分）
472,263

福祉局 保護課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する１月分報酬及び交通費の支出について
37,830

福祉局 保護課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　費用弁償 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する１月分報酬及び交通費の支出について
1,840

福祉局 保護課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護施設事務市内出張交通費（８～１１月分）の支出について
31,020

福祉局 保護課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成２６年度心理判定業務にかかる出張について（救護施設ジョイガーデン）
2,840

福祉局 保護課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム関連事業用「総合福祉改ざん防止連票Ａ４縦　ほか２点」の印刷及び同所要経費の支出について（納品１回目分）
720,090

福祉局 保護課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護一般事務用入院患者日用品費等受領書返送郵便料金（１２月分）の支出について
19,634

福祉局 保護課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 総合福祉システム用医療券等送付にかかる郵便料金　平成２６年１２月分の支出について
1,396,219

福祉局 保護課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成26年度　生活保護業務にかかる法律相談顧問業務委託の所要経費の支出について（第3四半期分）
324,000

福祉局 保護課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護審査支払委託料　平成２６年１２月審査分の支出について
23,513,271

福祉局 保護課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度中国語通訳委託業務（単価契約）にかかる経費の支出について（１２月分）
136,955

福祉局 保護課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護診療報酬　平成２６年１月審査分（概算払い）の支出について
9,327,040,981

福祉局 保険年金課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年度ねんきんネット用端末通信料の支出について（１１月分）
32,508

福祉局 保険年金課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年度ねんきんネット用回線使用料の支出について（１１月分）
133,700

福祉局 保険年金課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事務用　市内出張交通費（１１月分）の支出について
3,480

福祉局 保険年金課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度第９期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
3,445,718,000

福祉局 保険年金課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金
後期高齢者関係事務費
拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度第９期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
245,000

福祉局 保険年金課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度第９期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
2,441,000

福祉局 保険年金課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金
前期高齢者関係事務費
拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度第９期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
245,000

福祉局 保険年金課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 介護納付金 介護納付金 介護納付金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度第９期分　介護給付費・地域支援事業支援納付金の支出について
1,497,941,000

福祉局 保険年金課 平成27年01月05日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 後期高齢者医療事業用　１月分還付金の支出について
1,200,000

福祉局 保険年金課 平成27年01月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保事務用）蛍光マーカー外１３点の買入及び経費の支出について
11,188

福祉局 保険年金課 平成27年01月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 柔道整復施術に係る療養費支給申請書点検業務委託料の支出について（９月分・10月分）
722,704

福祉局 保険年金課 平成27年01月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用出産一時金（直接支払制度）の支出について（１２月正常分娩）
40,530

福祉局 保険年金課 平成27年01月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付事業用出産一時金（直接支払制度）の支出について（１２月正常分娩）
79,728,505

福祉局 保険年金課 平成27年01月08日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保賦課事務用　平成26年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務にかかる所要経費の支出について（11月分）
68,372

福祉局 保険年金課 平成27年01月08日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保賦課事務用　平成26年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（11月分）
100,435

福祉局 保険年金課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 国民年金事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務にかかる所要経費の支払について（１１月分）
190,072

福祉局 保険年金課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 医療助成事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務にかかる所要経費の支払について（１１月分）
34,290

福祉局 保険年金課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 医療助成事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務にかかる所要経費の支払について（１１月分）
91,792

福祉局 保険年金課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度　大阪府後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金の支出について（１月分）
2,080,479,000

福祉局 保険年金課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 医療助成事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務にかかる所要経費の支払について（１１月分）
14,786

福祉局 保険年金課 平成27年01月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保事務参考用）健康保険質疑応答集追録76-77号他2件の買入にかかる経費の支出について
170,325

福祉局 保険年金課 平成27年01月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務にかかる所要経費の支出について（１１月分）
19,859

福祉局 保険年金課 平成27年01月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 給付事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務にかかる所要経費の支払について（１１月分）
319,367

福祉局 保険年金課 平成27年01月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務にかかる同所要経費の支出について（11月分）
2,231

福祉局 保険年金課 平成27年01月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保賦課事務用　平成26年度　国民健康保険料決定通知書封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（11月分）
91,281

福祉局 保険年金課 平成27年01月09日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２６年度国民健康保険給付事業用１日人間ドック委託料の支出について（１２月請求分）
3,689,175

福祉局 保険年金課 平成27年01月09日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年１２月分　後期高齢者医療保険料年金保険者還付金（歳出）の支出について
32,500

福祉局 保険年金課 平成27年01月13日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（１月１３日支払分）
503,320

福祉局 保険年金課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用鍼灸マッサージに係る療養費の支出について（１２月分）
6,081,916

福祉局 保険年金課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用鍼灸・マッサージにかかる療養費の支出について（１２月分）
8,453,442

福祉局 保険年金課 平成27年01月15日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報償費　報償金 もと白浜寮土地売却に係る弁護士相談費用の支出について
21,600

福祉局 保険年金課 平成27年01月15日 国民健康保険事業会計
高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費拠出金 負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度高額医療費共同事業拠出金の支出について（第９期分）
789,908,517
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福祉局 保険年金課 平成27年01月15日 国民健康保険事業会計
高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費共同事業拠
出金

保険財政共同安定化事
業拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度保険財政共同安定化事業拠出金の支出について（第９期分）
2,459,115,589

福祉局 保険年金課 平成27年01月15日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年度特定健康診査等（集団健診）に関する業務（概算契約）と所要経費の支出について（１２月分）
4,984,988

福祉局 保険年金課 平成27年01月15日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２６年度国民健康保険給付事業用１日人間ドック委託料の支出について（１２月請求分・第３回）
3,087,135

福祉局 保険年金課 平成27年01月15日
後期高齢者医療事業会
計

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度　後期高齢者医療広域連合市町村負担金の支出について（保険基盤安定負担金　３分の２相当額）
4,206,624,061

福祉局 保険年金課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度ねんきんネット利用パソコンの長期継続契約による借入経費の支出について（１２月分）
50,544

福祉局 保険年金課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（連合会：１月審査概算払分）
173,063,464

福祉局 保険年金課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（１月審査概算払分）
333,156,643

福祉局 保険年金課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保事務用　保険年金課（管理）市内出張交通費の支出について（１１月分）
5,000

福祉局 保険年金課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保事務参考用）国民健康保険関係法規集　追録531-532号　他2件の買入及び経費の支出について
280,887

福祉局 保険年金課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用出産一時金（直接支払制度）の支出について（１２月異常分娩）
30,450

福祉局 保険年金課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用精神結核付加金（一般・退職）の支出について（12月審査分）
28,615,074

福祉局 保険年金課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用療養の給付費（一般概算）の支出について（1月概算払分）
10,503,595,453

福祉局 保険年金課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付事業用療養費（一般）の支出について（12月決定分）
469,931,738

福祉局 保険年金課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（一般）の支出について（1月決定分）
1,594,445,719

福祉局 保険年金課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（柔整）の支出について（1月決定分）
9,847

福祉局 保険年金課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付事業用出産一時金（直接支払制度）の支出について（１２月異常分娩）
57,659,880

福祉局 保険年金課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　高額介護合算療養費負担
金

国民健康保険高額介護合算療養費の支給に係る支出について（平成２６年１２月分）
111,364

福祉局 保険年金課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用精神結核付加金（一般・退職）の支出について（12月審査分）
1,049,874

福祉局 保険年金課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用療養の給付費（退職）の支出について（1月審査分）
544,671,522

福祉局 保険年金課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付事業用療養費（退職）の支出について（12月決定分）
13,852,119

福祉局 保険年金課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（退職）の支出について（1月決定分）
77,944,994

福祉局 保険年金課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 報償費　報償金 糖尿病性腎症重症化予防事業検討会議の報償金及び交通費の支出について（平成26年12月4日開催分）
49,395

福祉局 保険年金課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（連合会：１２月審査分）
1,878,272

福祉局 保険年金課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（１２月審査分）
90,992

福祉局 保険年金課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（１２月審査分）
7,109,168

福祉局 保険年金課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用柔整療養費審査支払事務委託料の支出について（１２月審査分）
232,320

福祉局 保険年金課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成26年度国保給付事務用市内出張交通費（８～１１月分）の支出について
29,754

福祉局 保険年金課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年度国民健康保険被保険者証（オンライン用）外２点の作成にかかる支出について(２回目)
525,830

福祉局 保険年金課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険保険者事務共同電算処理事業手数料の支出について（１２月分）
12,520,596

福祉局 保険年金課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機（大阪駅前第２ビル７階　福祉局事務室）長期借入にかかる平成26年12月分コピー代金の支出について
21,105

福祉局 保険年金課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（12月分　調剤）
13,388,775

福祉局 保険年金課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（12月分　レセ電）
606,914

福祉局 保険年金課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（12月分　柔整）
988,455

福祉局 保険年金課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（償還払）の支給に係る支出について（平成２６年１２月分）
91,633,436

福祉局 保険年金課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（償還払）の支給に係る支出について（平成２６年１２月分）
7,837,714

福祉局 保険年金課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度　後期高齢者医療広域連合市町村負担金の支出について（１２月普通徴収分保険料等収納額相当額）
1,015,884,389

福祉局 保険年金課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機（大阪駅前第２ビル７階　福祉局事務室）長期借入にかかる平成26年12月分コピー代金の支出について
14,070

福祉局 保険年金課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者医療費助成事業用訪問看護利用料助成費の支出について（１２月分）
3,623,646

福祉局 保険年金課 平成27年01月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険システム用端末機器（増設分）の経費の支出について(１２月分)
43,999

福祉局 保険年金課 平成27年01月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国保給付事業用療養費（鍼灸）に係る１２月分（１０月施術・一般）の支出について
99,071,589

福祉局 保険年金課 平成27年01月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国保給付事業用療養費（鍼灸）に係る１２月分（１０月施術・退職）の支出について
3,076,291

福祉局 保険年金課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 医療助成事務用　ＣＤ－Ｒ外１点の買入（その２）の支出について
27,105

福祉局 保険年金課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用柔道整復師施術料の支出について(１月決定分)
3,397,450

福祉局 保険年金課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用柔道整復術療養費の支出について（１月決定分）
5,064,498

福祉局 保険年金課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(１２月分)
255,000

福祉局 保険年金課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(１２月分)
569,000

福祉局 保険年金課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民年金事務用　データ用ＤＶＤ－ＲＷの買入経費の支出について
31,320

福祉局 保険年金課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(１２月分)
569,000
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福祉局 保険年金課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(１２月分)
255,000

福祉局 保険年金課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度　医療助成事業用　重度障がい者医療証交付申請書・異動届外７点の作成経費の支出について
22,680

福祉局 保険年金課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　印刷製本費 平成２６年度　医療助成事業用　重度障がい者医療証交付申請書・異動届外７点の作成経費の支出について
29,765

福祉局 保険年金課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者医療費助成事業用訪問看護利用料助成費の支出について(償還払分)
14,531

福祉局 保険年金課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度　医療助成事業用　重度障がい者医療証交付申請書・異動届外７点の作成経費の支出について
44,755

福祉局 保険年金課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　印刷製本費 平成２６年度　医療助成事業用　重度障がい者医療証交付申請書・異動届外７点の作成経費の支出について
41,321

福祉局 保険年金課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(１２月分)
77,760

福祉局 保険年金課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(１２月分)
569,000

福祉局 保険年金課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(１２月分)
255,000

福祉局 保険年金課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度　医療助成事業用　重度障がい者医療証交付申請書・異動届外７点の作成経費の支出について
87,750

福祉局 保険年金課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　印刷製本費 平成２６年度　医療助成事業用　重度障がい者医療証交付申請書・異動届外７点の作成経費の支出について
106,801

福祉局 保険年金課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度　医療助成事業用　重度障がい者医療証交付申請書・異動届外７点の作成経費の支出について
34,655

福祉局 保険年金課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　印刷製本費 平成２６年度　医療助成事業用　重度障がい者医療証交付申請書・異動届外７点の作成経費の支出について
40,597

福祉局 保険年金課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 大阪市国民健康保険診療報酬明細書点検室における光熱水費の支出について（平成２６年１１月分）
8,465

福祉局 保険年金課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険事業国庫支出金申請システム改修業務委託の経費の支出について
297,000

福祉局 保険年金課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(１２月分)
1,276,944

福祉局 保険年金課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(１２月分)
2,279,764

福祉局 保険年金課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場センタービル区分所有者会管理費及び修繕積立金の支出について(平成２７年１月分)
279,391

福祉局 保険年金課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保徴収事務費　市内出張交通費（１０月分）の支出について
1,060

福祉局 保険年金課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保徴収事務用　国民健康保険料納付書用封筒（バッチ分）作成及び同所要経費の支出について（２回目）
4,078,058

福祉局 保険年金課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保徴収事務用　充当通知書外６点の印刷及び同経費の支出について（２回目）
2,127,384

福祉局 保険年金課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２６年度国民健康保険給付事業用１日人間ドック委託料の支出について（１２～１月請求分）
380,850

福祉局 保険年金課 平成27年01月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(１２月分)
255,000

福祉局 保険年金課 平成27年01月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(１２月分)
569,000

福祉局 保険年金課 平成27年01月23日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（１月２３日支払分）
498,470

福祉局 保険年金課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(１２月分)
885,600

福祉局 保険年金課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(１２月分)
177,120

福祉局 保険年金課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 保険医療機関マスター複写磁気テープ賃貸借料の支出について（１２月更新分）
17,850

福祉局 保険年金課 平成27年01月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成26年度　国民健康保険料決定通知書兼納付書等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（１２月分）
1,186,969

福祉局 保険年金課 平成27年01月26日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２６年度　国民健康保険給付事業用「健康づくり支援事業」委託料の支出について　（１０月分）
225,480

福祉局 保険年金課 平成27年01月26日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２６年度　国民健康保険給付事業用「健康づくり支援事業」委託料の支出について　（１１月分）
200,040

福祉局 保険年金課 平成27年01月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険システムはがき加工処理業務の委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（12月）
117,118

福祉局 保険年金課 平成27年01月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険システムはがき加工処理業務の委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（12月）
14,482

福祉局 保険年金課 平成27年01月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国民健康保険システムはがき加工処理業務の委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（12月）
55,944

福祉局 保険年金課 平成27年01月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成26年度　国民健康保険システムはがき加工処理業務の委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（１２月分）
162,586

福祉局 保険年金課 平成27年01月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 国保・後期徴収事務用　マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスにかかる経費の支出について（１２月処理分）
83,376

福祉局 保険年金課 平成27年01月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 国保・後期徴収事務用　マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスにかかる経費の支出について（１２月処理分）
681

福祉局 保険年金課 平成27年01月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保徴収事務用　市内出張交通費（１１月分）の支出について
40,593

福祉局 保険年金課 平成27年01月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（９・１０・１１月分）
1,244,973

福祉局 保険年金課 平成27年01月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（９・１０・１１月分）
29,818,578

福祉局 保険年金課 平成27年01月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成25年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金の受入超過に伴う国庫の支出について
1,908,000

福祉局 保険年金課 平成27年01月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（９・１０・１１月分）
3,516,456

福祉局 保険年金課 平成27年01月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保徴収事務用　市内出張交通費（１１月分）の支出について
2,760

福祉局 保険年金課 平成27年01月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（９・１０・１１月分）
5,809,131

福祉局 保険年金課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年１２月審査分特定健康診査等委託料の支出について
63,154,586

福祉局 保険年金課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年１２月審査分特定健康診査等委託料（代行入力分）の支出について
135,063

福祉局 保険年金課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年１２月審査分特定健康診査等費用手数料の支出について
1,894,889

福祉局 保険年金課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（基金：１２月審査分）
1,221,033
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福祉局 保険年金課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（基金：１月審査概算払分）
105,518,368

福祉局 保険年金課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（基金：１２月審査分）
359,946

福祉局 保険年金課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 医療助成事業用公費負担医療受給者別一覧表マスター複写電子媒体作成業務委託にかかる所要経費の支出について（１月分）
3,000

福祉局 保険年金課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（１月審査概算払分）
24,941,013

福祉局 保険年金課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国保事務用２０１４国保担当者ハンドブック買入にかかる経費の支出について
130,356

福祉局 保険年金課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事務用　資格関係はがき等郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
184,064

福祉局 保険年金課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険給付事業用療養費支給申請書内容点検業務に係る郵便後納料金の支出について（１２月分）
142,978

福祉局 保険年金課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成26年度国民健康保険法律相談業務の所要経費の支出について（平成26年10月～12月分）
162,000

福祉局 保険年金課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
2,372,872

福祉局 保険年金課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 特定健康診査受診券送付及び特定健康診査（集団実施分）結果通知表送付にかかる郵送料（１２月分）の支出について
566,549

福祉局 保険年金課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市国保特定健康診査受診券作成及び印字・事後処理業務（概算契約）と所要経費の支出について（１２月分）
131,218

福祉局 保険年金課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 報償費　報償金 糖尿病性腎症重症化予防事業検討会議の報償金及び交通費の支出について（平成26年12月18日開催分）
49,395

福祉局 保険年金課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 需用費　消耗品費 医療費通知（国保）外１件の印刷にかかる経費の支出について（１２月納品分）
539,244

福祉局 保険年金課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 役務費　通信運搬費 国民健康保険給付事業用医療費通知送付用郵便後納料金の支出について（１２月分）
5,016,592

福祉局 保険年金課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 需用費　消耗品費 後期高齢者医療制度用「後期高齢　口座振替納付書」の買入及び所要経費の支出について
24,300

福祉局 保険年金課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度　後期高齢者医療広域連合市町村負担金の支出について（１２月特別徴収分保険料等収納額相当額）
1,735,755,829

福祉局 自立支援課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センター他２施設）電気料金（１１月分）の支出について
60,402

福祉局 自立支援課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センター他２施設）電気料金（１１月分）の支出について
78,743

福祉局 自立支援課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 緊急入院保護業務グループ生活保護費（確定払１２月分）の支出について
204,213

福祉局 自立支援課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 緊急入院保護業務グループ生活保護費（確定払１２月分）の支出について
905,871

福祉局 自立支援課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 緊急入院保護業務グループ生活保護費（確定払１２月分）の支出について
449,940

福祉局 自立支援課 平成27年01月05日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 平成２６年度あいりん日雇労働者等自立支援事業業務委託料の支出について（第４四半期分）
119,705,242

福祉局 自立支援課 平成27年01月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 平成２６年度あいりん日雇労働者等自立支援事業業務委託料の支出について（第４四半期分）
5,000,000

福祉局 自立支援課 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成２６年度あいりん日雇労働者等自立支援事業業務委託料の支出について（第４四半期分）
5,000,000

福祉局 自立支援課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代金の支出について（調査室１１月分）
15,879

福祉局 自立支援課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 緊急入院保護業務センター内庁内情報ネットワーク回線等利用料（１１月分）について
5,130

福祉局 自立支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 ホームレス自立支援グループ事業用市内出張交通費（１１月分）の支出について
21,774

福祉局 自立支援課 平成27年01月09日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 需用費　消耗品費 平成２６年度　あいりんシェルター利用者配布用乾パン購入費の支出について（第３回分納分）
1,666,634

福祉局 自立支援課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 ふくろう会（全国厚生労働省担当者連絡協議会）への出席にかかる経費の支出について
29,630

福祉局 自立支援課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度住宅支援給付（１月支給決定・民間賃貸住宅等月中支払分）の支出について
184,000

福祉局 自立支援課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　消耗品費 平成26年度あいりん越年対策事業用板目表紙ほか12点買入経費の支出について
16,437

福祉局 自立支援課 平成27年01月20日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 使用料及賃借料　使用料 自立支援事業用　自立支援センター舞洲２（福祉局）施設物品使用料（平成26年12月分）の支出について
1,115,640

福祉局 自立支援課 平成27年01月20日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 使用料及賃借料　使用料 自立支援事業用　自立支援センター舞洲１（福祉局）施設物品使用料（平成26年12月分）の支出について
1,287,000

福祉局 自立支援課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
122,139

福祉局 自立支援課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
16,280

福祉局 自立支援課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
22,564

福祉局 自立支援課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
35,952

福祉局 自立支援課 平成27年01月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
159,395

福祉局 自立支援課 平成27年01月22日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
16,270

福祉局 自立支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 報償費　報償金 大阪市立西成市民館指定管理予定者選定会議にかかる選定委員に対する報償金の支出について
132,560

福祉局 自立支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　消耗品費 平成26年度あいりん越年対策事業用日用品セット買入の支出について
171,720

福祉局 自立支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 委託料　委託料 平成26年度あいりん越年対策事業用面接会場警備業務委託料の支出について
235,926

福祉局 自立支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 生活困窮者自立促進支援モデル事業（平野区）（自立相談支援モデル事業）にかかる業務委託料の支出について（第４四半期分）
3,542,400

福祉局 自立支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 生活困窮者自立促進支援モデル事業（浪速区・淀川区・城東区）（就労準備支援モデル事業）にかかる業務委託料の支出について(第４四半期分）
3,717,884

福祉局 自立支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 生活困窮者自立促進支援モデル事業（城東区）（自立相談支援モデル事業）にかかる業務委託料の支出について（第４四半期分）
3,724,650

福祉局 自立支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 生活困窮者自立促進支援モデル事業（生野区）（自立相談支援モデル事業）にかかる業務委託料の支出について（第４四半期分）
3,542,400

福祉局 自立支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 大阪市生活困窮者自立促進支援モデル事業にかかる業務委託（東淀川区自立相談支援モデル事業）の経費の支出について（第４四半期分）
6,134,400

福祉局 自立支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 大阪市生活困窮者自立促進支援モデル事業にかかる業務委託（東淀川区就労準備支援モデル事業）の経費の支出について（第４四半期分）
2,793,420
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福祉局 自立支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 大阪市生活困窮者自立促進支援モデル事業にかかる業務委託（西淀川区自立相談支援モデル事業）の経費の支出について（第４四半期分）
4,406,400

福祉局 自立支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 生活困窮者自立促進支援モデル事業（淀川区）（自立相談支援モデル事業）にかかる業務委託料の支出について(第４四半期分）
3,518,100

福祉局 自立支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 生活困窮者自立促進支援モデル事業（浪速区）（自立相談支援モデル事業）にかかる業務委託料の支出について(第４四半期分）
3,542,400

福祉局 自立支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 大阪市生活困窮者自立促進支援モデル事業にかかる業務委託（西成区就労準備支援モデル事業）の経費の支出について（第４四半期分）
2,793,420

福祉局 自立支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 生活困窮者自立促進支援モデル事業（住吉区）（自立相談支援モデル事業）にかかる業務委託料の支出について（第４四半期分）
3,542,400

福祉局 自立支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 大阪市生活困窮者自立促進支援モデル事業にかかる業務委託（西成区自立相談支援モデル事業）の経費の支出について（第４四半期分）
7,862,400

福祉局 自立支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 大阪市生活困窮者自立促進支援モデル事業にかかる業務委託（西淀川区就労準備支援モデル事業）の経費の支出について（第４四半期分）
1,868,670

福祉局 自立支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 生活困窮者自立促進支援モデル事業（生野区・住吉区・平野区）（就労準備支援モデル事業）にかかる業務委託料の支出について(第４四半期分）
3,716,069

福祉局 自立支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代の支出について（業務センター１１月分）
17,001

福祉局 自立支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代金の支出について（調査室１２月分）
19,854

福祉局 自立支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 小口支払基金繰戻金（緊急入院保護グループ）１２月分の支出について
1,296

福祉局 自立支援課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 委託料　委託料 平成26年度あいりん越年対策事業もと東田保育所内殺菌作業業務委託料の支出について
37,800

福祉局 自立支援課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　消耗品費 平成26年度あいりん越年対策事業用インスタントカメラフィルムほか3点買入経費の支出について
118,756

福祉局 自立支援課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　医薬材料費 平成26年度あいりん越年対策事業用胃腸薬ほか24点買入経費の支出について
77,079

福祉局 自立支援課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　医薬材料費 平成26年度あいりん越年対策事業用体温計ほか7点買入経費の支出について
41,256

福祉局 自立支援課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 厚生労働省平成27年度予算説明会、第３回生活困窮者自立支援制度に関する実務者の意見交換への出席にかかる費用の支出について
29,230

福祉局 自立支援課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用　管外出張命令について（１月１６日）
2,420

福祉局 自立支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度住宅支援給付（１月支給決定・市営住宅分）の支出について
45,400

福祉局 自立支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（扶助費）２月分の支出について
6,736,800

福祉局 自立支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費（扶助費）２月分の支出について
2,520,000

福祉局 自立支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（扶助費）２月分の支出について
30,000

福祉局 自立支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 ホームレス自立支援グループ事業用市内出張交通費（１２月分）の支出について
37,988

福祉局 自立支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　消耗品費 平成26年度越年対策事業用宿泊依頼書の印刷に係る経費の支出につて
32,400

福祉局 自立支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　医薬材料費 平成26年度あいりん越年対策事業用手指消毒ほか1点買入経費の支出について
43,092

福祉局 自立支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 委託料　委託料 あいりん越年対策事業南港臨時宿泊所にかかる機械警備及び巡回警備業務委託料の支出について（第３四半期分）
76,140

福祉局 自立支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 委託料　委託料 大阪市立西成市民館管理運営業務にかかる管理運営経費の支出について(平成２６年度第４四半期分)
4,717,000

福祉局 自立支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度あいりん越年対策事業用パイプ椅子ほか5点の借入経費の支出について
163,080

福祉局 自立支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度あいりん越年対策事業用集会用テントほか3点借入経費の支出について
124,200

福祉局 自立支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度あいりん越年対策事業用液晶テレビ（３２型）外４点の借入経費の支出について
251,640

福祉局 自立支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度あいりん越年対策事業用　二段ベッド借入経費の支出について
1,290,600

福祉局 自立支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度住宅支援給付（１月支給決定・民間賃貸住宅等月末支払分）の支出について
2,869,300

福祉局 自立支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金（１２月分）の支出について（受取人払分）
33,417

福祉局 自立支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金（１２月分）の支出について（差出分）
278,390

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 コピー機用ステープラ針　買入及び同所要経費の支出について（障がい福祉事業用）
12,441

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　買入及び同所要経費の支出について（障がい福祉事業用）
8,046

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度特別障がい者手当等給付費の支出について（１２月決議分）
1,664,900

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度特別障がい者手当等給付費の支出について（未支払等１２月決議分）
578,840

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度障がい者歯科診療センター業務の実施について（第4回分）
5,955,750

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市知的障がい児親子通所事業の支出について（第４四半期）
8,428,860

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月15日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度心身障がい者扶養共済事業給付金（年金）の支出について（１月分）
22,360,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（十三市民病院11月分）
9,190

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市重度障がい者等タクシー給付券実績確認等業務委託（概算契約）にかかる支払について（11/20～12/19作業分）
331,637

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（総合医療センター１１月分）
89,390

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度重度障がい者入浴サービス事業委託料の支出について（１１月分）
16,403,550

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（南大阪小児リハビリテーション病院11月分）
4,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度障がい者福祉バス借上補助金の支出について（第１８号）
51,500

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度障がい者福祉バス借上補助金の支出について（第１９号）
51,500

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度障がい者福祉バス借上補助金の支出について（第７号）
51,500
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福祉局 障がい福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度　重度障がい者等タクシー料金給付事業にかかる扶助費（１１月分）の支出について（追加支払分-2）
758,850

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市障がい者基幹相談支援センター事業業務委託料の支出について（第４四半期分：平成27年1月～3月分）
8,933,846

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市障がい者相談支援センター事業業務委託委託料の支出について（第４四半期分：平成27年１月～３月分）
81,863,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度障がい者福祉バス借上補助金の支出について（第１７号）
51,500

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度障がい者福祉バス借上補助金の支出について（第２２号）
51,500

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度　厚生福祉の年間購読について（障がい者福祉事業用：第３四半期分）
13,284

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度　読売新聞の年間購読について（障がい者福祉事業用：第３四半期分）
12,111

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度　産経新聞の年間購読について（障がい者福祉事業用：第３四半期分）
12,111

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度　毎日・日本経済新聞の年間購読について（障がい者福祉事業用：第３四半期分）
25,638

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月22日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 需用費　消耗品費 「大阪市障がい者支援計画・障がい福祉計画」パブリックコメント実施にかかる点字版作成用点字連続用紙の支払について
32,832

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月22日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 需用費　消耗品費 「大阪市障がい者支援計画・障がい福祉計画」パブリックコメント実施にかかる点字版作成用点字プリンター用インクリボンの買入にかかる支払について
10,584

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市障がい者就業・生活支援センター事業（西部）委託料の支出について（第４四半期）
2,828,341

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度早川福祉会館点字図書室業務運営委託料の支出について（第４四半期）
11,912,003

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度知的障がい者における介護員資格取得・就労支援事業業務委託料の支出について（第４四半期）
1,689,505

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市障がい者就業・生活支援センター事業（南西部）委託料の支出について（第４四半期）
2,828,341

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市障がい者就業・生活支援センター事業（中央）委託料の支出について（第４四半期）
8,119,511

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度障がい者福祉施設製品（授産製品）販売促進支援業務委託料の支出について（第４四半期）
1,598,047

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市障がい者就業・生活支援センター事業（南部）用委託料の支出について（第４四半期）
2,828,341

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい者スポーツ振興事業にかかる委託料について（障がい者福祉事業用：第４四半期分）
8,588,083

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市障がい者就業・生活支援センター事業（中部）委託料の支出について（第４四半期）
2,828,341

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度障がい者能力開発訓練施設運営補助金の支出について（第４四半期）
13,798,890

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月23日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成２６年度心身障害者扶養共済保険事務担当打合せ会への出席のための出張（心身障害者扶養共済事業用）命令並びに同所要経費の支出について
29,240

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市リフト付バス運行事業の支出について（第４四半期分）
2,038,231

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市身体障がい者社会参加促進事業の支出について（第４四半期分）
2,912,756

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市身体障がい者生活訓練事業の支出について（第４四半期分）
5,527,476

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度聴覚言語障がい者コミュニケーション支援事業の支出について（第４四半期分）
14,479,158

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市手話・点訳奉仕員養成事業の支出について（第４四半期分）
3,149,126

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成２６年度障がい者就業訓練受託事業者選考会議委員の委員報酬の支払いについて（第１回　11/26開催分）
49,835

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 点字用紙　買入及び同所要経費の支出について（障がい福祉事業用）
32,400

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 両面テープ　ほか１８点買入及び同所要経費の支出について（障がい福祉事業用）
49,226

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市障がい者就業・生活支援センター事業（淀川）委託料の支出について（第４四半期）
2,828,341

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい者スポーツセンター管理運営業務委託料の支出について（第４四半期分）
127,414,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市障がい者就業・生活支援センター事業（北部）委託料の支出について（第４四半期）
2,828,341

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度重度障がい者入浴サービス事業委託料の支出について（１２月分）
17,271,100

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市障がい者相談支援センター事業業務委託委託料の支出について（住宅入居等支援事業12月分）
300,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立早川福祉会館管理運営業務委託料の支出について（第４四半期分）
8,402,759

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度重症心身障がい者介護手当の支出について（第３四半期分・未支払等）
60,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度重症心身障がい者介護手当の支出について（第３四半期分）
26,860,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度　重度障がい者等タクシー料金給付事業にかかる扶助費（１２月分）の支出について
69,610,720

福祉局 障がい福祉課 平成27年01月30日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 納付費 役務費　共済保険料 平成２６年度心身障がい者扶養共済事業納付金の支出について（平成２７年１月分）
3,793,200

福祉局 障がい支援課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター電気使用料の支出について（障がい支援課分１１月分）
22,096

福祉局 障がい支援課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１２月請求分その６）
289,740

福祉局 障がい支援課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１２月請求分その７）
87,090

福祉局 障がい支援課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度障がい福祉サービス費の支出について（１１月サービス・１２月請求分）
125,729

福祉局 障がい支援課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度障がい福祉サービス費の支出について（１１月サービス・１２月請求分）
10,000

福祉局 障がい支援課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度療養介護医療費（食事療養費）の支出について（平成２６年１１月分）
127,090

福祉局 障がい支援課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度移動支援サービス費の支出について（１１月サービス・１２月請求分）
35,720

福祉局 障がい支援課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市重症心身障がい者通所施設通所交通費（１１月分）の支出について
11,950
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福祉局 障がい支援課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（１１月分、１２月分その２）【大阪市外分】
34,000

福祉局 障がい支援課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度障がい福祉サービス費の支出について（１２月請求分）
90,000

福祉局 障がい支援課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度障がい支援区分認定調査業務委託にかかる所要経費の支出について（１１月分）
4,658,000

福祉局 障がい支援課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（１１月サービス提供分　1/2）
562,273

福祉局 障がい支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１２月請求分その１０）
127,545

福祉局 障がい支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１２月請求分その１１）
138,240

福祉局 障がい支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１２月請求分その９）
16,200

福祉局 障がい支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１１月請求分その９）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１２月請求分その８）
322,050

福祉局 障がい支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（１１月分その２）【大阪市外分】
6,800

福祉局 障がい支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度　障がい福祉サービス費の支出について（１２月審査分）
3,717,719,221

福祉局 障がい支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度　障がい児給付費の支出について（１２月審査分）
359,965,833

福祉局 障がい支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度　障がい福祉事業用移動支援費の支出について（１２月審査分）
243,981,546

福祉局 障がい支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（港区第6・7号、生野区第9号、城東区第9号、東住吉区第10・11号、平野区第8号）
39,900

福祉局 障がい支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費の支払いについて（８～１１月分）
103,526

福祉局 障がい支援課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 自立支援医療（更生医療）給付事務用ＤＶＤドライブおよびＤＶＤ－ＲＡＭの買入に係る契約並びに同所要経費の支出について
7,344

福祉局 障がい支援課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１２月請求分その１２の①）
366,806

福祉局 障がい支援課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１２月請求分その１３）
147,960

福祉局 障がい支援課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市日中一時支援事業にかかる支出について（平成２６年１２月請求分）
2,268,600

福祉局 障がい支援課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成26年度連絡調整用市内・近接地出張交通費の支出について（11月分）
15,616

福祉局 障がい支援課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１２月請求分その１６の①）
161,805

福祉局 障がい支援課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度障がい福祉サービス費の支出について（１１月サービス・１２月請求分）
10,000

福祉局 障がい支援課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市難聴児補聴器給付事業用補聴器経費の支出について（第2614号）
105,800

福祉局 障がい支援課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度　重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業費の支出について（6月決定分）
24,000

福祉局 障がい支援課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度　重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業費の支出について（6月決定分）
38,750

福祉局 障がい支援課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年度障がい支援区分認定調査市内出張旅費の支出について（１１月分）
16,520

福祉局 障がい支援課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１２月請求分その１５）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１２月請求分その１４）
125,775

福祉局 障がい支援課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会移動支援費等支払手数料の支出について（１２月受付分）
430,980

福祉局 障がい支援課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 公費負担医療にかかる電子媒体による連名簿データ提供業務にかかる委託料（12月提供（10月診療11月審査）分）の支出について
22,322

福祉局 障がい支援課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会障がい児給付費等支払手数料の支出について（１２月受付分）
363,792

福祉局 障がい支援課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 大阪府国保連合会障がい福祉サービス費等支払手数料の支出について（１２月受付分）
1,972,608

福祉局 障がい支援課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１２月請求分その１７）
255,960

福祉局 障がい支援課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１２月請求分その１２の②）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市重症心身障がい児者等医療型短期入所事業における事業加算及び病床確保料の支出について（第２四半期分）
440,000

福祉局 障がい支援課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度障がい児施設医療費（国保53）の支払について（１１月診療分）
1,173,972

福祉局 障がい支援課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度障がい児施設医療費（国保79医療費）の支払いについて（11月診療分）
962,901

福祉局 障がい支援課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保11月診療分）
16,774,067

福祉局 障がい支援課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保後期高齢11月診療分）
2,514,005

福祉局 障がい支援課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度療養介護医療費（国保）１１月診療分（１２月審査分）の支出について
20,820,786

福祉局 障がい支援課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度療養介護医療費（後期高齢）１１月診療分（１２月審査分）の支出について
445,480

福祉局 障がい支援課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度障がい福祉サービス費の支出について（１１月サービス・１２月請求分）
10,000

福祉局 障がい支援課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市重症心身障がい児者等医療型短期入所事業における事業加算及び病床確保料の支出について（第２四半期分）
818,100

福祉局 障がい支援課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度障がい児施設医療費（国保53）の支払について（１１月診療分）
905,682

福祉局 障がい支援課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度療養介護医療費（後期高齢・審手）12月審査分の支出について
784

福祉局 障がい支援課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい児施設医療費（国保53審査委託料）の支払について（１２月審査分）
4,312

福祉局 障がい支援課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい児施設医療費（国保79審査委託料）の支払いについて（１１月審査分）
1,862

福祉局 障がい支援課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保11月診療・12月審査分）
50,176
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福祉局 障がい支援課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保後期高齢11月診療・12月審査分）
25,970

福祉局 障がい支援課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度療養介護医療費（国保・審手）12月審査分の支出について
14,210

福祉局 障がい支援課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度障がい福祉サービス費支払実績等管理ツールレンタルにかかる経費の支出について（１２月分）
135,000

福祉局 障がい支援課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい児施設医療費（国保53審査委託料）の支払について（１２月審査分）
18,424

福祉局 障がい支援課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１２月請求分その１８）
275,505

福祉局 障がい支援課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１２月請求分その２０）
75,600

福祉局 障がい支援課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１２月請求分その１９）
148,845

福祉局 障がい支援課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定に係る医師意見書作成料の支出について（１２月請求分その５の戻入分）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい児施設医療費（社保79）の支払いについて（１１月診療分）
8,820

福祉局 障がい支援課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度療養介護医療費（後期高齢・審手）12月審査分の支出について
1,095

福祉局 障がい支援課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費及び委託料の支出について（社保11月診療・12月審査分））
277,436

福祉局 障がい支援課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費及び委託料の支出について（社保11月診療・12月審査分））
718,677,840

福祉局 障がい支援課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度障がい児施設医療費（社保79）の支払いについて（１１月診療分）
9,647,750

福祉局 障がい支援課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度療養介護医療費（社保）１１月診療分（１２月審査分）の支出について
1,676,489

福祉局 障がい支援課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度　重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業費の支出について（10月決定分）
7,000

福祉局 障がい支援課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（生野区第10号）
3,300

福祉局 障がい支援課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度　重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業費の支出について（10月決定分）
6,000

福祉局 障がい支援課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（東淀川区第19・20号）
6,600

福祉局 障がい支援課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１２月請求分その２１）
7,560

福祉局 障がい支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年度障がい支援区分認定調査にかかる管外出張旅費の支出について（１１月調査分）
4,692

福祉局 障がい支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
1,200

福祉局 障がい支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター上下水道使用料に係る経費の支出について（平成２７年１月分障がい支援課負担分）
6,604

福祉局 障がい支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター上下水道使用料に係る経費の支出について（平成２７年１月分障がい支援課負担分）
3,204

福祉局 障がい支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１２月請求分その６の②）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１２月請求分その２２）
178,005

福祉局 障がい支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１２月請求分その２６）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１２月請求分その２７）
8,640

福祉局 障がい支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１２月請求分その２４）
9,720

福祉局 障がい支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（１１月サービス提供分　2/2）
417,798

福祉局 障がい支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（阿倍野区第6号）
16,500

福祉局 障がい支援課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（１１月分、１２月分その２）【大阪市外分】
34,000

福祉局 障がい支援課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１２月請求分その２８）
9,720

福祉局 障がい支援課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１２月請求分その２３）
105,840

福祉局 障がい支援課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１２月請求分その２５）
156,405

福祉局 障がい支援課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（１２月分その３）【大阪市外分】
142,800

福祉局 障がい支援課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１月請求分その１）
9,720

福祉局 障がい支援課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市重症心身障がい者通所施設通所交通費（１２月分）の支出について
12,500

福祉局 障がい支援課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市強度行動障がい者処遇改善事業費の支出について（第３四半期分）（１/２）
553,520

福祉局 障がい支援課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市強度行動障がい者処遇改善事業費の支出について（第３四半期分）（２/２）
496,540

福祉局 障がい支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市緊急通報システム事業用委託料の支出について（12月分）
117,497

福祉局 障がい支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市障がい児入所施設療育機能強化事業にかかる業務委託料の支出について（社会福祉法人光徳寺善隣館　中津学園）【第４四半期分・人件費】
941,160

福祉局 障がい支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市障がい児入所施設療育機能強化事業にかかる業務委託料の支出について（社会福祉法人いわき学園　大阪市立敷津浦学園）【第４四半期分・人件費】
1,882,320

福祉局 障がい支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料
平成26年度大阪市障がい児入所施設療育機能強化事業にかかる業務委託料の支出について（社会福祉法人大阪福祉事業財団　すみれ愛育館）【第４四半期分・人件
費】 941,160

福祉局 障がい支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度　重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業費の支出について（10月決定分）
2,250

福祉局 障がい支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市難聴児補聴器給付事業用補聴器経費の支出について（第2616号）
55,710

福祉局 障がい支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度　重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業費の支出について（10月決定分）
12,000

福祉局 障がい支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 障がい支援区分認定審査会（12月）に係る報酬並びに費用弁償の支出について（平成26年12月分）
3,215,065

福祉局 障がい支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 障がい支援区分認定審査会（12月）に係る報酬並びに費用弁償の支出について（平成26年12月分）
83,240
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福祉局 障がい支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい支援区分認定調査事業及び審査会事業に係る郵便料の支出について（平成26年12月分）
563,539

福祉局 障がい支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１月請求分その２）
39,960

福祉局 障がい支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１２月請求分その１６の②）
9,720

福祉局 障がい支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市障がい児入所施設療育機能強化事業にかかる業務委託料の支出について（社会福祉法人いわき学園　大阪市立敷津浦学園）【第３四半期分・物件費】
182,033

福祉局 障がい支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料
平成26年度大阪市障がい児入所施設療育機能強化事業にかかる業務委託料の支出について（社会福祉法人大阪福祉事業財団　すみれ愛育館）【第３四半期分・物件
費】 8,993

福祉局 障がい支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい福祉事業用　平成26年度障がい児施設（措置費）の支出について（敷津浦学園１２月分）
5,510,114

福祉局 障がい支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度障がい支援区分認定調査業務委託にかかる所要経費の支出について（１２月調査分）
5,623,600

福祉局 障がい支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 公費負担医療受給者別一覧表及び過誤内訳書の複写磁気媒体の作成業務（11月診療12月審査1月提供分）委託料の支出について
3,000

福祉局 障がい支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい支援区分認定端末等機器（長期借入）に係る経費の支出について（１２月分）
180,360

福祉局 障がい支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度障がい支援区分判定端末用ソフトウェア借入（その２）にかかる経費の支出について（１２月分）
23,436

福祉局 障がい支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度障がい児施設給付費（医療費点数外）の支出について（１２月分）
49,600

福祉局 障がい支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度多子軽減にかかる障がい児通所給付費の支出について（４～９月提供分）
17,568

福祉局 障がい支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（平成26年11月～平成26年12月提供分）
85,502

福祉局 障がい支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉事業用　平成26年度障がい児施設（措置費）の支出について（１２月分）
56,284,631

福祉局 障がい支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（平成26年10月～11月提供分）
177,471

福祉局 障がい支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度施設児童援護費（法外援護費）の支出について（１２月提供分）
12,967,223

福祉局 運営指導課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務用　料金後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
137,136

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（８月～１１月実施分）（４８回目）
1,051,254

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１１月分２回目）
2,746,755

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 認知症初期集中支援チームモデル事業にかかる委託の実施及び同所要経費の支出について（１～３月分）
2,487,206

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１１月分３回目）
502,561

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成２６年度大阪市高齢者ケア付住宅生活援助員配置事業の業務委託料の支出について（第４四半期分）
14,797,750

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市徘徊認知症高齢者位置情報探索事業委託業務（８月分）の支出について
24,624

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市徘徊認知症高齢者位置情報探索事業委託業務（１１月分）の支出について
24,624

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市徘徊認知症高齢者位置情報探索事業委託業務（９月分）の支出について
24,624

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市徘徊認知症高齢者位置情報探索事業委託業務（１０月分）の支出について
24,624

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（１１月分３回目）
1,038,004

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成26年度認知症疾患医療センター運営事業実施にかかる所要経費の支出について（１～３月分）
1,228,648

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（７月～１１月実施分）（４９回目）
1,064,894

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（７月～１２月実施分）（５１回目）
4,915,772

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会(平成26年12月８日(月))の開催にかかる委員報酬等の支出について
288,090

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会(平成26年12月８日(月))の開催にかかる委員報酬等の支出について
40,800

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付事業にかかる高齢者用電話名義変更手数料の支出について（１１月分）
4,320

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（８月～１２月実施分）（５３回目）
2,556,398

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（７月～１２月実施分）（５０回目）
829,364

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（９月～１２月実施分）（５２回目）
348,558

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（７月～１２月実施分）（５４回目）
2,160,308

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（７月～１２月実施分）（５１回目）
2,080,552

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 地域包括支援センター職員等研修事業（職員課題別研修）業務委託所要経費の支出について
990,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）所要経費の支出について（平成26年度4年契約締結包括）（第4四半期分）（1回目）
17,799,190

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）所要経費の支出について（平成24年度4年契約締結包括）（第4四半期分）
30,954,270

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）所要経費の支出について（平成25年度4年契約締結包括）（第4四半期分）
38,820,460

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（１１月分４回目）
294,180

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）所要経費の支出について（平成25年度5年契約締結包括）（第4四半期分）（1回目）
45,172,990

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）所要経費の支出について（平成26年度5年契約締結包括）（第4四半期分）
21,235,620

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）所要経費の支出について（平成26年度3年契約締結包括）（第4四半期分）
42,442,760

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）所要経費の支出について（平成24年度3年契約締結包括）（第4四半期分）
31,293,580

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）所要経費の支出について（平成25年度5年契約締結包括）（第4四半期分）（2回目）
5,034,480
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福祉局 高齢福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）所要経費の支出について（平成25年度3年契約締結包括）（第4四半期分）（1回目）
108,916,490

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）所要経費の支出について（平成24年度5年契約締結包括）（第4四半期分）
13,614,570

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１１月分４回目）
1,307,921

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（８月～１２月実施分）（５５回目）
3,281,942

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（９月～１２月実施分）（５２回目
1,024,260

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成２６年度高齢者住宅改修費給付事業用委託料（理学療法士）の支出について（平成２６年度第３四半期）
427,264

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢福祉課火災警報器（一般型・警報ブザー付）設置業務委託費の支出について（平成２６年１２月分）
82,105

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１２月分１回目）
200,961

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業(複合型)事業用委託料の支出について(７月～１２月実施分)(４８回目)
2,010,708

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（８月～１２月実施分）（４９回目）
1,926,558

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（７月～１１月実施分）（５３回目）
487,500

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　筆耕翻訳料 大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会(第５回専門分科会)記録調整業務にかかる経費の支出について
24,840

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 （高齢福祉課職員用）平成２６年１１月分市内出張旅費（近接地含む）の支出について
24,530

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）庁内情報利用プリンタ用カートリッジ買入にかかる経費の支出について
11,599

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）朝日新聞買入にかかる経費の支出について（平成２６年１０～１２月分）
12,111

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）「社会福祉施設整備事務便覧」追録４９８～５０７号にかかる買入経費の支出について
19,850

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）毎日新聞・日本経済新聞買入にかかる経費の支出について（平成２６年１０～１２月分）
25,638

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）Ｑ＆Ａ　社会福祉法人の法務・会計・税務　追録２４～２５号にかかる買入経費の支出について
5,917

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）「社会福祉法人・施設の経営実務」追録１２６～１２９号にかかる買入経費の支出について
11,384

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）読売新聞買入にかかる経費の支出について（平成２６年１０～１２月分）
12,111

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）「厚生福祉」買入にかかる経費の支出について（平成２６年１０～１２月分）
13,284

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）産経新聞買入にかかる経費の支出について（平成２６年１０～１２月分）
12,111

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 在日外国人高齢者給付金支給事業用扶助費の支出について（第３四半期）
8,460,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 在日外国人高齢者給付金支給事業用未支給金の支出について
30,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 介護予防健診等実施業務委託料の支出について（１２月分）
3,822,900

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業(複合型)事業用委託料の支出について(７月～１２月実施分)(５０回目)
3,750,688

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬
平成26年度第3回大阪市地域包括支援センター運営協議会及び第4回大阪市地域包括支援センター運営協議会選定部会にかかる経費の支出について（其他委員等報酬
等） 240,075

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償
平成26年度第3回大阪市地域包括支援センター運営協議会及び第4回大阪市地域包括支援センター運営協議会選定部会にかかる経費の支出について（其他委員等報酬
等） 11,740

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）所要経費の支出について（平成25年度3年契約締結包括）（第4四半期分）（2回目）
5,570,830

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）所要経費の支出について（平成26年度4年契約締結包括）（第4四半期分）（2回目）
3,946,780

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）所要経費の支出について（平成25年度5年契約締結包括）（第4四半期分）（3回目）
4,484,130

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１１月分５回目）
518,243

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 高齢福祉課用電磁調理器の概算買入の支出について（12月分）
248,508

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢福祉課緊急通報システム事業用委託料（１２月稼働分）の支出について
6,690,340

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢福祉課自動消火器設置業務委託費の支出について（平成２６年１２月分）
64,800

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢福祉課火災警報器（連動型）設置業務委託費の支出について（平成２６年１２月分）
54,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 高齢福祉課緊急通報システム事業用委託料（１２月稼働分）の支出について
4,074,840

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付事業にかかる電話設置費用等（１２月分）の支出について
79,272

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 高齢者住宅改修費給付事業のアンケート発送にかかる郵送料（返信分）の支出について
36,522

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成２６年度高齢者住宅改修費給付事業用委託料（建築士）の支出について（平成２６年度第３四半期）
1,277,910

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 在日外国人高齢者給付金支給事業用未支給金の支出について
30,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月30日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 需用費　印刷製本費 「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」素案及び概要版の印刷経費の支出について
341,280

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月30日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(素案)」概要版の点訳及び点字版の作成業務委託にかかる委託経費の支出について
275,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　印刷製本費 「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」素案及び概要版の印刷経費の支出について
341,280

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(素案)」概要版の点訳及び点字版の作成業務委託にかかる委託経費の支出について
275,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 基本チェックリスト実施勧奨用郵送料の支出について（１２月分）
21,049

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（９月～１２月実施分）（５６回目）
337,398

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（１２月分１回目）
26,926,627
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福祉局 高齢福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度地域包括支援センター連絡調整事業の実施及び所要経費の支出について（第４四半期）
2,388,771

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 緊急通報システム事業（家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業【緊急時駆けつけ対応業務】）業務委託の支出について（12月分）
518,616

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 平成２６年度家族介護慰労金支給事業用扶助費の支出について（第３四半期・１回目））
400,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 介護用品支給事業用介護用品の代金の支出について（１１月分）
10,726,500

福祉局 高齢施設課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度老人保護措置費の支出について（平成27年1月分）
222,685,379

福祉局 高齢施設課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度老人保護措置費の支出について（京都府立洛南寮12月分）
150,130

福祉局 高齢施設課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 納入通知書ほか３点の印刷経費の支出について
121,413

福祉局 高齢施設課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市軽費老人ホームサービス提供費補助金の支出について（第４四半期分）
104,073,770

福祉局 高齢施設課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（12月分）
531

福祉局 高齢施設課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成26年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（12月分）
26,560

福祉局 高齢施設課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成26年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（12月分）
116,568

福祉局 高齢施設課 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成26年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（12月分）
1,400,220

福祉局 高齢施設課 平成27年01月20日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成26年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（12月分）
7,083

福祉局 高齢施設課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成26年度生活支援ハウス運営業務委託経費の支出について（１月～３月分）
11,799,000

福祉局 高齢施設課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報償費　報償金 平成２６年度大阪市立介護老人保健施設及び大阪市立老人福祉施設管理評価にかかる所要経費の支出について
100,390

福祉局 高齢施設課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分高齢施設課事務用後納郵便料金の支出について
3,598

福祉局 高齢施設課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成26年度　介護保険施設情報提供等事業に係る委託経費の支出について（1～3月分）
2,089,261

福祉局 いきがい課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成26年度老人クラブ活動推進員設置事業委託料経費の支出について（第４四半期分）
3,615,000

福祉局 いきがい課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成26年度老人クラブ活動援助事業委託料経費の支出について（第４四半期分）
12,793,000

福祉局 いきがい課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市老人クラブ育成補助金の支出について（南恩シニアクラブ）
37,500

福祉局 いきがい課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ旭電気代の支出について　１２月分（機械警備用）
1,115

福祉局 いきがい課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ浅香電気代の支出について　１２月分（機械警備用）
791

福祉局 いきがい課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 大阪市立老人福祉センター管理運営に係る業務代行料の支出について（第４四半期）（北区北老人福祉センター外２４施設）
92,622,000

福祉局 いきがい課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 大阪市立淀川区老人福祉センター管理運営に係る業務代行料の支出について（第４四半期分）
3,246,000

福祉局 いきがい課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ東住吉電気代の支出について　１２月分（機械警備用）
585

福祉局 いきがい課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 いきがい課事務用品　スベリ止め手袋ほか４点の買入にかかる経費の支出について
4,460

福祉局 いきがい課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証（ＩＣカード）発行・管理料（11月分）の支出について
4,837,929

福祉局 いきがい課 平成27年01月16日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 もと平林老人憩の家に係る廃棄物収集運搬及び処理業務委託の経費の支出について
216,000

福祉局 いきがい課 平成27年01月16日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　交付金 大阪市敬老優待乗車証制度変更に伴うシステム等改修業務経費の支出について
490,135,908

福祉局 いきがい課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証（ＩＣカード）５年次更新申請書取次業務委託（１１月分）の支出について
607,039

福祉局 いきがい課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年度　いきがい課市内出張交通費の支払について（１２月分）
29,392

福祉局 いきがい課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証用交付申請書封入封緘等業務委託（12月分）経費の支出について
58,078

福祉局 いきがい課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証用納付書封入封緘等業務委託（１２月分）の経費の支出について
70,929

福祉局 いきがい課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと軽費老人ホームにしはま荘電気代の支出について　１２月分（機械警備用）
4,819

福祉局 いきがい課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　交付金 市営交通料金福祉措置にかかる交付金（敬老優待乗車証による利用料金１１月分）の支出について
444,746,037

福祉局 いきがい課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市西区地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）運営補助金の支出について（九条東老人憩の家）
289,000

福祉局 いきがい課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 敬老優待乗車証再発行申請書送付用封筒の作製及び経費の支出について
61,560

福祉局 いきがい課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 敬老優待乗車証用交付申請書・納付書・利用停止通知郵送料（１２月分）の支出について
498,185

福祉局 いきがい課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成２６年度敬老優待乗車証利用停止はがき等圧着業務委託（１２月分）経費の支出について
14,150

福祉局 いきがい課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 もと地域活動支援プラザ浅香他５ヶ所機械警備業務委託に係る経費の支出について（１０月～１２月）
287,064

福祉局 いきがい課 平成27年01月30日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 もと地域活動支援プラザ東住吉に係る廃棄物収集運搬及び処理業務委託の経費の支出について
1,976,400

福祉局 いきがい課 平成27年01月30日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　分担金 もといきいきエイジングセンターに係る管理費の支出について（１月分）
782,600

福祉局 介護保険課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（11月分）
30,421

福祉局 介護保険課 平成27年01月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険被保険者証ほか３点の作成及び同経費の支出について
543,672

福祉局 介護保険課 平成27年01月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター電気料金に係る経費の支出について（11月分）
122,201

福祉局 介護保険課 平成27年01月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（11月分）
168,407

福祉局 介護保険課 平成27年01月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(11月分⑧)
35,978

福祉局 介護保険課 平成27年01月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(11月分③)
20,520
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福祉局 介護保険課 平成27年01月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(11月分【他】②)
55,080

福祉局 介護保険課 平成27年01月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(11月分④)
19,440

福祉局 介護保険課 平成27年01月05日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、１月分還付用資金前渡金の支出について（窓口、歳出）
970,000

福祉局 介護保険課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 大阪市認定事務センター事務用コピー代金の支出について（11月分）
95,419

福祉局 介護保険課 平成27年01月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理業務にかかる委託料の支出について（１１月審査分）
1,655,505

福祉局 介護保険課 平成27年01月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 大阪市認定事務センター事務用コピー代金の支出について（11月分）
449,989

福祉局 介護保険課 平成27年01月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保健審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１２月分）
88,560

福祉局 介護保険課 平成27年01月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(11月分⑥)
6,480

福祉局 介護保険課 平成27年01月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理業務にかかる委託料の支出について（１１月審査分）
151,164

福祉局 介護保険課 平成27年01月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書の作成料の支払いについて（１２月分）
37,800

福祉局 介護保険課 平成27年01月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１２月分）
43,200

福祉局 介護保険課 平成27年01月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(11月分⑦)
58,320

福祉局 介護保険課 平成27年01月07日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、１２月分還付金の支出について（口座、歳出）
788,365

福祉局 介護保険課 平成27年01月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(11月分⑨)
3,780

福祉局 介護保険課 平成27年01月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成２６年度おおさか介護サービス相談センター事業にかかる所要経費の支出について（第４四半期分）
8,134,972

福祉局 介護保険課 平成27年01月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費（１１月分）の支出について
9,740

福祉局 介護保険課 平成27年01月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報償費　報償金 平成２６年度　大阪市認定事務センター業務及び要介護認定・障がい支援区分認定調査業務受託事業者選考会議委員報酬の支出について
66,900

福祉局 介護保険課 平成27年01月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保健審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１２月分）
19,440

福祉局 介護保険課 平成27年01月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１２月分）
60,480

福祉局 介護保険課 平成27年01月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(11月分⑩)
42,120

福祉局 介護保険課 平成27年01月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１２月分）
49,680

福祉局 介護保険課 平成27年01月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１２月分）
49,680

福祉局 介護保険課 平成27年01月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(11月分⑪)
62,466

福祉局 介護保険課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（12月分）
1,008

福祉局 介護保険課 平成27年01月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（12月分）
5,577

福祉局 介護保険課 平成27年01月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度介護サービス等給付費の支払いについて（１２月支給決定分）
79,095,895

福祉局 介護保険課 平成27年01月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
介護予防サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度介護予防サービス等給付費の支払いについて（１２月支給決定分）
62,318,256

福祉局 介護保険課 平成27年01月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額介護サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度高額介護サービス費等給付費の支払いについて（１２月支給決定分）
186,303,759

福祉局 介護保険課 平成27年01月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額医療合算介護サー
ビス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度高額医療合算介護サービス等給付費の支払いについて（１２月支給決定分）
4,336,300

福祉局 介護保険課 平成27年01月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
特定入所者介護サービ
ス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度特定入所者介護サービス費等給付費の支払いについて（１２月支給決定分）
751,180

福祉局 介護保険課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（11月分）
785

福祉局 介護保険課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 大阪市認定事務センター事務用　介護保険端末プリンタートナーカートリッジ買入（その２）にかかる支出について
1,225,346

福祉局 介護保険課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（11月分）
4,345

福祉局 介護保険課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支出について（１１月分）
54,827,280

福祉局 介護保険課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１２月分）
22,680

福祉局 介護保険課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(11月分【他】③)
77,760

福祉局 介護保険課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、12月年金保険者還付金の支出について（基礎年金、歳出）
40,200

福祉局 介護保険課 平成27年01月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保健主治医意見書作成料の支払いについて（１２月分）
37,800

福祉局 介護保険課 平成27年01月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１２月分）
66,960

福祉局 介護保険課 平成27年01月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２６年度要介護認定調査の外国語通訳者派遣事業にかかる委託料の支出について（１１月分）
1,512

福祉局 介護保険課 平成27年01月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用高齢者の権利擁護 制度と契約の実務 追録第６７－７０号の購入にかかる経費の支出について
182,500

福祉局 介護保険課 平成27年01月21日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、１２月分還付金の支出について（口座、歳出）
374,407

福祉局 介護保険課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター業務委託　長期継続に係る所要経費の支出について（１２月分）
4,059,612

福祉局 介護保険課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成26年12月分）の支出について
548

福祉局 介護保険課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　手数料 介護保険特別対策用審査支払経費の支出について（平成26年12月審査分）
665

福祉局 介護保険課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 介護保険特別対策用利用経費の支出について（平成26年12月審査分）
68,535

福祉局 介護保険課 平成27年01月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険指定指導業務用水性マーカー外12点の買入にかかる同所要経費の支出について
68,958

福祉局 介護保険課 平成27年01月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成26年12月分）の支出について
45,099
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福祉局 介護保険課 平成27年01月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成26年度介護保険関係帳票封入封緘作業等業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（１２月分）
1,207,373

福祉局 介護保険課 平成27年01月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター業務委託　長期継続に係る所要経費の支出について（１２月分）
23,370,197

福祉局 介護保険課 平成27年01月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(１１月分)
774,360

福祉局 介護保険課 平成27年01月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(11月分【他】④)
16,200

福祉局 介護保険課 平成27年01月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 介護給付費の支出について（平成26年12月審査分）
15,381,515,813

福祉局 介護保険課 平成27年01月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
介護予防サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 介護給付費の支出について（平成26年12月審査分）
1,304,250,138

福祉局 介護保険課 平成27年01月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額介護サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 高額介護サービス費の支払いについて（平成26年12月審査分）
264,823,137

福祉局 介護保険課 平成27年01月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
特定入所者介護サービ
ス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 特定入所者介護サービス費等の支出について（平成26年12月審査分）
519,382,487

福祉局 介護保険課 平成27年01月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 審査支払費 委託料　委託料 介護給付費審査支払い業務委託料の支出について（平成26年12月審査分）
2,851,960

福祉局 介護保険課 平成27年01月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成26年12月分）の支出について
4,260

福祉局 介護保険課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険法の実務　追録第１１８号の購入にかかる経費の支出について
3,326

福祉局 介護保険課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（１２月分）の支出について
3,054,535

福祉局 介護保険課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（１２月分）の支出について
312,404

福祉局 介護保険課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（１２月分）の支出について
1,233,039

福祉局 介護保険課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（１２月分）の支出について
1,007,886

福祉局 介護保険課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　普通旅費 介護認定事務にかかる市内出張交通費の支出について（１２月分）
10,420

福祉局 介護保険課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター水道使用にかかる経費の支出について(1月分)
36,562

福祉局 介護保険課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター水道使用にかかる経費の支出について(1月分)
17,736

福祉局 介護保険課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（１２月分）の支出について
690,983

福祉局 介護保険課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１２月分）
71,280

福祉局 介護保険課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２６年度要介護認定調査の外国語通訳者派遣事業にかかる委託料の支出について（１１月分）
6,048

福祉局 介護保険課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用ＯＣＲスキャナー機器等長期借入に係る所要経費の支出について（１２月分）
268,293

福祉局 介護保険課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用端末機器等長期借入に係る所要経費の支出について（１２月分）
283,068

福祉局 介護保険課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用サーバ機器等長期借入に係る所要経費の支出について（１２月分）
321,300

福祉局 介護保険課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用端末機器等長期借入に係る所要経費の支出について（１２月分）
103,291

福祉局 介護保険課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託用端末機器等　長期借入に係る支出について（平成２６年１２月分）
2,401

福祉局 介護保険課 平成27年01月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用サーバ機器等長期借入に係る所要経費の支出について（１２月分）
2,819,232

福祉局 介護保険課 平成27年01月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託用端末機器等　長期借入に係る支出について（平成２６年１２月分）
16,067

福祉局 介護保険課 平成27年01月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用端末機器等長期借入に係る所要経費の支出について（１２月分）
1,708,905

福祉局 介護保険課 平成27年01月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償の支出について（１２月分）
29,586,455

福祉局 介護保険課 平成27年01月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償の支出について（１２月分）
253,800

福祉局 介護保険課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 介護福祉事業者台帳システム保守業務委託実施及び所要経費の支出について（平成26年12月分）
27,435

福祉局 介護保険課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託にかかる所要経費の支出について（平成26年11月分）
247,455

福祉局 介護保険課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者緊急情報提供用ファクシミリ一斉同報システム利用による同所要経費の支出について（平成26年12月分）
5,605

福祉局 介護保険課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託にかかる所要経費の支出について（平成26年11月分）
1,656,045

福祉局 介護保険課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護福祉事業者台帳システム保守業務委託実施及び所要経費の支出について（平成26年12月分）
53,565

福祉局 介護保険課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２６年度要介護認定調査の外国語通訳者派遣事業にかかる委託料の支出について（１２月分）
1,512

福祉局 介護保険課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２６年度要介護認定調査の手話通訳者派遣事業にかかる委託料の支出について（１２月分）
28,728

福祉局 介護保険課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費（１２月分）の支出について
10,022

福祉局 介護保険課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険料徴収員証の作成及び同所要経費の支出について
6,480

福祉局 介護保険課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター事務用料金後納郵便に係る経費の支出について（12月分）
7,539,000

福祉局 介護保険課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(12月分②)
30,240

福祉局 介護保険課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(12月分①)
21,859

福祉局 介護保険課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２６年度介護保険要介護認定調査業務委託料の支出について（１２月分）
72,550,288

福祉局 介護保険課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(12月分③)
9,720

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　レセプトオンライン請求にかかる回線使用料の支出について（１１月分）
5,778

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　レセプトオンライン請求にかかる回線使用料の支出について（１１月分）
1,296

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　手数料 大阪市立弘済院　医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（１１月分）
227,585
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福祉局 弘済院管理課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　ペーパータオル買入および同所要経費の支出について（平成２６年１２月分）
32,950

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 大阪市立弘済院　医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（１１月分）
221,736

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 旅費　普通旅費 管理運営用　市内出張交通費等の支出について
18,140

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式　長期借入費にかかる支出について（平成２６年１２月分）
66,426

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　建物修繕料 大阪市立弘済院第２特別養護老人ホーム屋根修繕工事経費の支出について
345,600

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院管理運営用　管外出張旅費（１０・１１月分）の支出について
10,834

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 弘済院事業用　上下水道料金の支出について　１２月分
583,263

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 弘済院事業用　上下水道料金の支出について　１２月分
1,056,682

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
27,278

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 管理運営用　平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン長期借入費の支出について（平成２６年１２月分）
50,304

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　平成２６年度看護師研修　医療安全２「管理者のためのリスクマネジメント」参加にかかる経費の支出について
6,283

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 報償費　報償金 弘済院機能検討会アドバイザー交通費の支出について　12月分
2,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第2特養運営用　高齢者保健福祉実務事典追録外１点買入経費の支出について
11,234

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
11,664

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
23,439

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　広告料 大阪市立弘済院　求人広告制作及び掲載業務にかかる経費の支出について
86,400

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　大阪市立弘済院中央監視及び電気・機械設備・建築物等維持管理業務委託経費の支出について（１２月分）
1,161,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（平成２６年１２月分）
33,075

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　昇降機保守点検業務委託にかかる委託料の支出について（１０月～１２月分　第３四半期分）
152,280

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　設備監視装置保守点検業務委託にかかる委託料の支出について（１０月～１２月分　第３四半期分）
162,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
28,535

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
1,399

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
4,100

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（平成２６年１２月分）
130,950

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　昇降機保守点検業務委託にかかる委託料の支出について（１０月～１２月分　第３四半期分）
187,920

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
1,860

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
35,556

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
7,056

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
7,626

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（平成２６年１２月分）
663,975

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　昇降機保守点検業務委託にかかる委託料の支出について（１０月～１２月分　第３四半期分）
278,964

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　備品修繕料 第2特養運営用　スチームコンベクションオーブン修繕経費の支出について
188,568

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 第２特養運営用　処遇等管理支援システム導入に伴う機器借入の支出について（長期継続契約）　１２月分
58,924

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　自動分析装置修理にかかる経費の支出について
57,132

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　平成２６年度看護師研修　老年看護２「高齢者の理解と看取り」参加にかかる経費の支出について
3,193

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 弘済院事業用　不燃性廃棄物処理業務（単価契約）委託料の支出について　１２月分
28,080

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　害虫等防除業務委託経費の支出について（１０月・１１月・１２月分　第３四半期分）
75,600

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 管理運営用　玄関マット外１点借入契約および経費の支出について（１２月分）
4,929

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　研究補助者報償金１２月分の支出について
12,080

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院管理運営用　非常勤（パート）医師等報償金の支出について（１２月分）
1,430,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　大阪市立弘済院警備業務委託経費の支出について（１２月分）
1,800,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　ノロウイルス検査業務（単価契約）委託料の支出について　１２月分
3,240

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　給食業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（１２月分）
2,964,697

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　備品修繕料 附属病院運営用　介護用手袋２点　修繕にかかる経費の支出について
2,808

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　給食業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（１２月分）
3,441,371

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　ノロウイルス検査業務（単価契約）委託料の支出について　１２月分
3,240

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　火災受信盤用バッテリーほか３点の買入及び経費の支出について
22,237

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　火災受信盤用バッテリーほか３点の買入及び経費の支出について
3,769
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福祉局 弘済院管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　複合機　買入
22,572

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　尿化学検査報告書外１点　印刷にかかる経費の支出について
37,260

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　備品修繕料 附属病院運営用　病院事務所　庁内端末の修繕について
21,833

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　臨床検査業務委託契約（概算契約）にかかる委託料の支出について（１２月分）
258,562

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　医療廃棄物処理業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（１２月分）
23,976

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 附属病院運営用　血液分析装置賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（１２月分）
72,240

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　アルコールチェッカーアルコールセンサーほか１１点の買入及び経費の支出について
27,248

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　トナーカートリッジほか１６点の買入及び経費の支出について
12,705

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（１２月分）
144,720

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　普通旅費 第2特養運営用　市内出張交通費等の支出について　１２月分
5,580

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　アルコールチェッカーアルコールセンサーほか１１点の買入及び経費の支出について
41,796

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　糞便検査業務委託（概算契約）経費の支出について（１２月分）
11,750

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 備品購入費　機械器具費 第２特養運営用　衣類乾燥機買入経費の支出について
62,521

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　トナーカートリッジほか１６点の買入及び経費の支出について
44,797

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　アルコールチェッカーアルコールセンサーほか１１点の買入及び経費の支出について
10,865

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　微生物検査業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（１２月分）
36,558

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　医事業務委託（長期継続契約）にかかる委託料の支出について（１２月分）
1,879,200

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　糞便検査業務委託（概算契約）経費の支出について（１２月分）
734

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　エアフィルタの買入及び経費の支出について
84,240

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　１２月分の支出について
23,221

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　１２月分の支出について
3,262

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 おしぼりタオル外３点借入（単価契約）経費の支出について　１２月分
44,129

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具(大阪市立弘済院)借入（単価契約）の経費の支出について　１２月分
101,272

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 第２特養運営用　おむつ借入（単価契約）経費の支出について　１２月分
171,450

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具(大阪市立弘済院)借入（単価契約）の経費の支出について　１２月分
3,055

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　１２月分の支出について
7,087

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　ＰＨＳ電話料金の支出について（１２月分）
10,270

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　医療情報システムソフトウェア保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年１１月分）
366,120

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　医療情報システムハードウェア保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年１１月分）
242,028

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具(大阪市立弘済院)借入（単価契約）の経費の支出について　１２月分
110,364

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 おしぼりタオル外３点借入（単価契約）経費の支出について　１２月分
65,006

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　大容量トナーカートリッジ　外１点　購入経費の支出について
253,260

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療用酸素ガス７０００Ｌ　外２点（概算契約）購入にかかる経費の支出について（１２月分）
116,834

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について　１２月分
12,553

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について　１２月分
3,016

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院管理運営用　平成２６年度看護師研修　医療安全２「管理者のためのリスクマネジメント」参加にかかる旅費の支出について
1,720

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について　１２月分
16,723

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　新聞購読料（１０～１２月分）の支出について
68,943

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　手数料 大阪市立弘済院　医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（１２月分）
250,696

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　ペーパータオル買入および同所要経費の支出について（平成２７年１月分）
32,950

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 大阪市立弘済院　医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（１２月分）
169,584

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　ＣＴ装置保守委託契約にかかる委託料の支出について（第３四半期分）
729,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 旅費　普通旅費 管理運営用　市内出張交通費等の支出について
29,950

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 管理運営用　電話料金の支払いについて　１２月分
26,048

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつはくタイプ（高吸収タイプ）買入（単価契約）の支出について　１２月分
28,513

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつテープ止めタイプ買入（単価契約）の支出について　１２月分
90,129

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつ高吸収パッド買入（単価契約）の支出について　１２月分
112,483

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつはくタイプ（大きいタイプ）買入（単価契約）の支出について　１２月分
14,256
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福祉局 弘済院管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつはくタイプ買入（単価契約）の支出について　１２月分
138,682

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費１２月分の支出について（Ｔ－８１７ＭＡ　被験者分）
28,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費１２月分の支出について（Ｔ－８１７ＭＡ　介護者分）
28,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費１２月分の支出について（ＳＵＮＹ７０１７）
7,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院管理運営用　管外出張旅費（１２月分）の支出について
11,578

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　ＭＲＩ用液体ヘリウム購入にかかる経費の支出について
1,080,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　医局・看護部用コピー代金の支出について（１２月分）
3,879

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（イクセロンパッチ１８ｍｇ）（単価契約）１２月分経費の支出について
330,220

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（ツムラ抑肝散エキス顆粒２．５ｇ）（単価契約）１２月分経費の支出について
283,832

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（レミニールＯＤ錠１２ｍｇヒート）（単価契約）１２月分経費の支出について
326,332

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（テリボン皮下注用５６．５μｇ１瓶）（単価契約）１２月分経費の支出について
169,364

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）１２月分経費の支出について
237,528

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アジルバ錠２０ｍｇＰＴＰ）（単価契約）１２月分経費の支出について
161,740

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（モーラステープ７×１０ｃｍ７枚）（単価契約）１２月分経費の支出について
169,079

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）１２月分経費の支出について
186,964

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（オパルモン錠５μｇＰＴＰ）（単価契約）１２月分経費の支出について
231,336

福祉局 弘済院管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 附属病院医療用　酸素濃縮装置賃貸借にかかる経費の支出について（１２月分）
47,682

福祉局 診療所 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成２６年度外注検査業務委託契約（健康診査分）にかかる支出について（１１月分）
33,679

福祉局 診療所 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成２６年度外注検査業務委託契約（療育相談・発達相談診査事業（診断・判定分））にかかる支出について（１１月分）
5,038

福祉局 診療所 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 診療所業務用発達相談事業用プリンターインクカートリッジ（シアン）　外２点の購入経費の支出について
9,158

福祉局 診療所 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 診療所業務用療育相談乳幼児リハビリテーション用ボール(水色）　外３点の購入経費の支出について
3,337

福祉局 診療所 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 診療所業務用平成２６年度白衣等洗濯請負契約（概算契約）にかかる所要経費の支出について（１２月分）
13,683

福祉局 管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度「身体障がい者通所言語訓練事業」にかかる経費の支出について（第4四半期分）
1,360,553

福祉局 管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度「身体障がい者通所肢体訓練事業」にかかる経費の支出について（第4四半期分）
4,396,875

福祉局 管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度「補装具・福祉機器普及事業」の実施及び同経費の支出について（第4四半期分）
4,004,487

福祉局 管理課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用コピー代金の支出について（３階平成26年11月分）
24,759

福祉局 管理課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年11月分）
4,594

福祉局 管理課 平成27年01月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年11月分）
383

福祉局 管理課 平成27年01月13日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年11月分）
153

福祉局 管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成26年10月分）
60,095

福祉局 管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 企画情報事業用『新臨床内科学 （第９版）』外5点の購入及び経費の支出について
8,370

福祉局 管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　損害保険料 自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料の支出について（訪問診断事業用車両「なにわ800さ2896」）
27,840

福祉局 管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 備品購入費　図書購入費 企画情報事業用『新臨床内科学 （第９版）』外5点の購入及び経費の支出について
47,630

福祉局 管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成26年12月分）
12,433

福祉局 管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　燃料費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成26年12月分）
39,000

福祉局 管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成26年12月分）
1,020

福祉局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　印刷製本費 企画情報事業用「事業概要（平成２６年度版）」の作成にかかる同経費の支出について
36,504

福祉局 管理課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
35,780

福祉局 管理課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター清掃業務委託経費の支出について（12月分）
408,240

福祉局 管理課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度心身障害者リハビリテーションセンター一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる支出について（12月分）
14,305

福祉局 管理課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度心身障がい者リハビリテーションセンター等空気調和設備保守点検業務委託にかかる所要経費の支出について（12月分）
408,032

福祉局 管理課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 心身障害者リハビリテーションセンター管理運営用自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の借入にかかる支出について（12月分）
7,980

福祉局 管理課 平成27年01月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 平成26年度心身障がい者リハビリテーションセンター等空気調和設備保守点検業務委託にかかる所要経費の支出について（12月分）
32,608

福祉局 管理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 企画情報事業用『厚生福祉』（年間購読）購入経費の支出について（第3四半期）
13,284

福祉局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用コピー代金の支出について（１階平成26年12月分）
21,645

福祉局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 心身障害者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（12月分）
12,342

福祉局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用ＥＴＣ利用通行料金の支出について（平成２６年１１月分）
11,060

福祉局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 心身障害者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（12月分）
12,099
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福祉局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 心身障害者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（12月分）
1,911

福祉局 相談課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　印刷製本費 「大阪市発達障がい者支援指針（素案）」パブリック・コメント用冊子の印刷について
50,760

福祉局 相談課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成26年度発達障害児者支援開発事業国庫協議ヒアリングへの出席および同経費の支出について
29,240

福祉局 相談課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 知的障がい者相談・判定事業用　検査用紙等の買入及び同経費の支出について
183,060

福祉局 相談課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市発達障がい児専門療育機関業務委託に係る所要経費の支出について（第4四半期分）
3,150,000

福祉局 相談課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度　発達障がい児専門療育機関業務委託に係る所要経費の支出について（第4四半期分　北摂杉の子会・スポ協・オフィスｂｏｎ分）
9,270,000

福祉局 相談課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度　発達障がい者支援センター運営等事業にかかる所要経費支出について（第４四半期分）
17,841,574

建設局 管理部管理課 平成27年01月05日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用の支出について（１１月分）大阪国道事務所分
7,776

建設局 管理部管理課 平成27年01月05日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用の支出について（１１月分）ＡＴＣ分
8,640

建設局 管理部管理課 平成27年01月05日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 公課費　公課費 駐車場事業会計にかかる平成26年度課税期間分の消費税および地方消費税の中間納付について
12,511,200

建設局 管理部管理課 平成27年01月05日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 公課費　公課費 有料道路事業会計にかかる平成26年度課税期間（4～6月）分の消費税および地方消費税の中間納付について
2,199,500

建設局 管理部管理課 平成27年01月06日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（11月分）中央区役所駐車場等
136,184

建設局 管理部管理課 平成27年01月06日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１１月分）船場パーキング
448,118

建設局 管理部管理課 平成27年01月06日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について(受付番号１７６５)
9,773

建設局 管理部管理課 平成27年01月07日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１１月分）十三駐車場等
2,520,996

建設局 管理部管理課 平成27年01月07日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１１月分）大阪駅前第１ビル地下駐車場等
669,631

建設局 管理部管理課 平成27年01月09日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 需用費　印刷製本費 駐車場事業用　駐車場共通回数券外２点印刷経費の支出について（その２）
1,321,920

建設局 管理部管理課 平成27年01月09日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１１月分）長居公園地下駐車場
123,000

建設局 管理部管理課 平成27年01月13日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１１月分）桜橋駐車場
845,022

建設局 管理部管理課 平成27年01月13日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１１月分）長堀駐車場等
14,879,238

建設局 管理部管理課 平成27年01月13日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１７１７、１７１８、１７１９、１７２０、１７２１、１７２４、１７２７、１７２８、１７２９、１７３１）
19,064

建設局 管理部管理課 平成27年01月14日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１７５８、１７６０、１７６１、１７６２、１７６３、１７６４、１７６６、１７６８、１７６９、１７７０）
23,962

建設局 管理部管理課 平成27年01月14日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１７４３，１７４５、１７４７、１７４９、１７５０、１７５１、１７５２、１７５４、１７５５、１７５６）
70,233

建設局 管理部管理課 平成27年01月14日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１７２５）
1,040

建設局 管理部管理課 平成27年01月14日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１７３２，１７３３、１７３４、１７３５、１７３６、１７３７、１７３９、１７４０、１７４１、１７４２）
46,441

建設局 管理部管理課 平成27年01月20日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１６９６）
164,730

建設局 管理部管理課 平成27年01月21日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１７８２、１７８４、１７８５、１７８６、１７８７、１７８８、１７９０、１７９１、１７９２、１７９３）
52,879

建設局 管理部管理課 平成27年01月21日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１７３０、１７７３、１７７４、１７７５、１７７６、１７７７、１７７８、１７７９、１７８０、１７８１）
45,180

建設局 管理部管理課 平成27年01月23日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１８１１、１８１３、１８１４、１８１６、１８１７、１８１８、１８１９、１８２０、１８２１、１８２４）
31,046

建設局 管理部管理課 平成27年01月23日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１８２５、１８２６、１８２７、１８２８、１８３０、１８３１、１８３２、１８３３、１８３４、１８３５)
65,697

建設局 管理部管理課 平成27年01月23日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１７９６、１７９８、１７９９、１８００、１８０２、１８０３、１８０５、１８０８、１８０９、１８１０）
41,780

建設局 管理部管理課 平成27年01月26日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用の支出について（１２月分）プロバイダ料
1,922

建設局 管理部管理課 平成27年01月26日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１８５１、１８５２、１８５３、１８５４、１８５５、１８５６、１８５７、１８５８、１８６０、１８６１)
38,102

建設局 管理部管理課 平成27年01月26日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１８３６、１８３９、１８４０、１８４２、１８４３、１８４４、１８４５、１８４６、１８４７、１８４９)
59,826

建設局 管理部管理課 平成27年01月28日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１８７５、１８７６、１８７９、１８８０、１８８１、１８８２、１８８４、１８８５、１８８６、１８８７）
51,282

建設局 管理部管理課 平成27年01月28日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１９０５、１９０６、１９０８、１９０９、１９１０、１９１１、１９１３、１９１６、１９１８、１９１９）
40,173

建設局 管理部管理課 平成27年01月28日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１８８８、１８９２、１８９３、１８９５、１８９６、１８９７、１８９８、１８９９、１９０２、１９０４）
27,133

建設局 管理部管理課 平成27年01月29日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 菅原城北大橋有料道路回数券払い戻し業務に係る郵便料金の支払いについて（１２月分）
53,450

建設局 管理部管理課 平成27年01月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　分担金 長堀通地下駐車場施設維持管理業務に係る経費の支出について（第４四半期分）
4,750,000

建設局 管理部管理課 平成27年01月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１２月分）ＯＣＡＴ駐車場
62,954

建設局 管理部管理課 平成27年01月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１２月分）中央区役所駐車場等
128,493

建設局 管理部管理課 平成27年01月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１２月分）長居公園地下駐車場
121,906

建設局 管理部管理課 平成27年01月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１２月分）十三駐車場等
2,426,291

建設局 管理部管理課 平成27年01月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１２月分）大阪駅前第１ビル地下駐車場等
656,906

建設局 管理部管理課 平成27年01月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１２月分）船場パーキング
428,734

建設局 管理部管理課 平成27年01月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１２月分）ＡＴＣ駐車場
24,183

建設局 管理部管理課 平成27年01月30日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１８６３、１８６４、１８６５、１８６６、１８６７、１８６８、１８７０、１８７１、１８７２、１８７４）
34,923

建設局 管理部管理課 平成27年01月30日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１９２０
1,921
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建設局 管理部管理課 平成27年01月30日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１９５３）
2,522

建設局 管理部管理課 平成27年01月30日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について(受付番号1933その1
1933その2

建設局 管理部管理課 平成27年01月30日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（大阪市下水道事業会計分)
16,225

建設局 管理部管理課 平成27年01月30日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１９３９）
726

建設局 管理部管理課 平成27年01月30日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１９４１）
1,279

建設局 測量明示課 平成27年01月22日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量補機（電子平板）長期借入経費の支出について（平成２６年１２月分）
28,890

建設局 測量明示課 平成27年01月22日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量ＣＡＤシステム機器一式長期借入経費の支出について（平成２６年１２月分）
218,801

建設局 測量明示課 平成27年01月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 市有不動産測量事務用コンピュータシステム一式長期借入経費の支出について（平成２６年１２月分）
345,060

建設局 測量明示課 平成27年01月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量業務用平成２１年度契約分測量計算ＣＡＤシステム（都市整備局）長期借入経費の支出について（平成２６年１０月～１２月分）
509,328

建設局 測量明示課 平成27年01月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量ＣＡＤシステム機器一式長期借入経費の支出について（平成２６年１２月分）
72,435

建設局 測量明示課 平成27年01月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量業務用平成２２年度契約分測量計算ＣＡＤシステム機器等（建設局）長期借入経費の支出について（平成２６年１２月分）
331,192

建設局 測量明示課 平成27年01月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 測量業務車両駐車用ＡＴＣビル内駐車場使用料の支出について（平成２７年２月分）
259,200

建設局 測量明示課 平成27年01月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量ＣＡＤシステム機器一式長期借入経費の支出について（平成２６年１２月分）
53,176

建設局 測量明示課 平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量明示業務用平成２６年度小型普通自動車（建設局）‐２長期借入経費の支出について（平成２６年１２月分）
132,840

建設局 測量明示課 平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量明示業務用平成２６年度小型普通自動車（建設局）長期借入経費の支出について（平成２６年１２月分）
413,100

建設局 測量明示課 平成27年01月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 測量明示業務用（街路事業）市内出張交通費等の支出について（平成２６年１２月分）
4,630

建設局 測量明示課 平成27年01月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 測量明示業務用（道路事業）市内出張交通費等の支出について（平成２６年１２月分）
2,512

建設局 路政課 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 道路管理システム回線使用料及び利用料（１１月分）の支出について①
28,041

建設局 路政課 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 道路管理システム回線使用料及び利用料（１１月分）の支出について②
10,702

建設局 路政課 平成27年01月06日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 報酬　其他委員等報酬 第４２回屋外広告物審査会の委員報酬の支出について（１１月２７日実施分）
16,005

建設局 路政課 平成27年01月16日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 道路占用許可事務用市内出張交通費等の支出について（１１月分）
1,280

建設局 路政課 平成27年01月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路占用許可事務用市内出張交通費等の支出について（１１月分）
11,140

建設局 路政課 平成27年01月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 特殊車両通行許可算定支援システム用パソコン回線使用料の支出について（１１月分）
8,502

建設局 路政課 平成27年01月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路管理適正化担当業務等にかかる市内出張旅費（１２月分）の支出について
5,426

建設局 路政課 平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 平成２６年度　道路占用許可事務用市内出張交通費等の支出について（１２月分）
9,718

建設局 路政課 平成27年01月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 「かたづけ・たい」活動報告はがきに係る郵便料金の支払いについて（１２月分）
3,082

建設局 路政課 平成27年01月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成26年度　条例違反広告物（広告塔・板）是正調査業務委託料の支出について
972,000

建設局 路政課 平成27年01月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 特殊車両通行許可算定支援システム用パソコン長期借入経費支出について（２６年１２月分）
6,502

建設局 自転車対策課 平成27年01月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度　自転車駐車場点検調査業務委託料の支出について
4,752,000

建設局 自転車対策課 平成27年01月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 防犯登録照会システム用回線使用料の支出について（１１月分）
24,591

建設局 自転車対策課 平成27年01月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 自転車対策課（施策担当）事務にかかる市内出張等交通費の支出について（11月分）
13,539

建設局 自転車対策課 平成27年01月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 淡路駅自転車駐車場改修工事に伴う立会費用の支出について
178,200

建設局 自転車対策課 平成27年01月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 自転車保管所管理運営業務委託にかかる委託料の支払いについて（１２月分）
26,105,460

建設局 自転車対策課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 自転車対策事務にかかる市内出張交通費（近接地を含む）の支出について（１２月）
14,820

建設局 自転車対策課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 防犯登録照会システムオンライン化機器長期借入－３にかかる経費の支払いについて（１２月分）
19,828

建設局 自転車対策課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 自転車対策課（施策担当）事務にかかる市内出張交通費の支出について（１２月分）
14,716

建設局 自転車対策課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 土木計画学ワンディセミナーNo.71への参加にかかる管外出張旅費の支出について
29,300

建設局 自転車対策課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－６にかかる委託料の支払いについて（１２月分）
2,874,960

建設局 自転車対策課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－９にかかる委託料の支払いについて（１２月分）
3,339,360

建設局 自転車対策課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－１０にかかる委託料の支払いについて（１２月分）
3,977,640

建設局 自転車対策課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－５にかかる委託料の支払いについて（１２月分）
2,055,240

建設局 自転車対策課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－３にかかる委託料の支払いについて（１２月分）
1,263,600

建設局 自転車対策課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－８にかかる委託料の支払いについて（１２月分）
1,966,680

建設局 自転車対策課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－２にかかる委託料の支払いについて（１２月分）
2,724,840

建設局 自転車対策課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－１１にかかる委託料の支払いについて（１２月分）
1,936,440

建設局 自転車対策課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 我孫子自転車保管所機械警備業務委託　長期継続にかかる委託料の支払いについて（１０～１２月分）
262,440

建設局 自転車対策課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－４にかかる委託料の支払いについて（１２月分）
2,724,840

建設局 自転車対策課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－７にかかる委託料の支払いについて（１２月分）
935,280
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建設局 自転車対策課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－１にかかる委託料の支払いについて（１２月分）
3,756,240

建設局 自転車対策課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 放置自転車対策に係る南巽駅自転車駐車場土地賃借料の支出について（第３四半期）
1,125,960

建設局 工務課 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（11月分）の支出について
38,021

建設局 工務課 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用専用回線料金の支出について（１１月分）
139,657

建設局 工務課 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（平成２６年１２月分）の支出について
4,028

建設局 工務課 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス回線使用料（１１月分）の支出について
46,170

建設局 工務課 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度市岡工営所管内事故防止対策業務委託第４回中間金の支出について
515,160

建設局 工務課 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（平成２６年１２月分）の支出について
1,343

建設局 工務課 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（11月分）の支出について
7,500

建設局 工務課 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（平成２６年１２月分）の支出について
2,685

建設局 工務課 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成26年度市岡工営所管内事故防止対策業務委託第４回中間金の支出について
210,600

建設局 工務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 城東区第2647号線道路照明灯設置工事の工事精算金の支出について
3,775,680

建設局 工務課 平成27年01月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度中浜工営所管内事故防止対策業務委託第６回中間金の支出について
536,760

建設局 工務課 平成27年01月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　新規工事費 船場高架橋照明灯設置工事の工事精算金の支出について
9,649,960

建設局 工務課 平成27年01月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成26年度中浜工営所管内事故防止対策業務委託第６回中間金の支出について
129,600

建設局 工務課 平成27年01月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 直営作業用　車止めポスト（道路）買入に係る経費の支出について
1,655,208

建設局 工務課 平成27年01月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　コンクリート型枠用合板ほか１点（道路）買入（その２）に係る経費の支出について
123,336

建設局 工務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 西部方面管理事務所管内道路照明灯等道路付属設備補修工事の中間前払金の支出について
17,770,000

建設局 工務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 北部方面管理事務所管内道路照明灯等道路付属設備補修工事の中間前払金の支出について
18,470,000

建設局 工務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　新規工事費 城北川警報設備設置工事の工事前払金の支出について
6,860,000

建設局 工務課 平成27年01月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　新規工事費 天王寺公園（慶沢園）電気設備改修工事の前払金の支出について
4,990,000

建設局 工務課 平成27年01月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度田島工営所管内事故防止対策業務委託第２回中間金の支出について
1,353,240

建設局 工務課 平成27年01月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成26年度田島工営所管内事故防止対策業務委託第２回中間金の支出について
627,480

建設局 工務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 大阪駅前地下街監視センターにおける梅田新歩道橋エスカレータ監視・運転業務委託にかかるの精算金の支出について
2,141,640

建設局 工務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　特別旅費 平成26年度専門課程「電気通信研修」の受講にかかる管外出張旅費の支出について
1,874

建設局 工務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 庁内情報プリンタ用ドラム／トナーカートリッジ買入経費の支出について
794,178

建設局 工務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　普通自動車（なにわ８００す３８６４）定期整備（中間点検）にかかる支出について
9,990

建設局 工務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　損害保険料 自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料の支出について　普通自動車定期点検（なにわ８００す１３）
19,910

建設局 工務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 北部方面管理事務所管内外１で使用するＬＥＤ道路照明灯一式　長期借入の経費の支出について（平成26年度12月分）
116,316

建設局 工務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 北部方面管理事務所管内で使用するＬＥＤ道路照明灯一式　長期借入の経費の支出について（平成26年度12月分）
234,106

建設局 工務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（１２月分）
169,225

建設局 工務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（１２月分）
169,225

建設局 工務課 平成27年01月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支出について（平成26年12月分）
109,593

建設局 工務課 平成27年01月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（１２月分）
507,676

建設局 工務課 平成27年01月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支出について（平成26年12月分）
109,593

建設局 工務課 平成27年01月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支出について（平成26年12月分）
109,593

建設局 工務課 平成27年01月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（１２月分）
112,817

建設局 工務課 平成27年01月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（１２月分）
98,736

建設局 工務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 補償、補填及賠償金　賠償金 道路管理瑕疵にかかる解決金（和解）の支出について（平成25年3月6日発生事故訴訟）
60,000

建設局 工務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　改修工事費 今川導水路今川ポンプ場改修工事－２の前払金の支出について
15,550,000

建設局 工務課 平成27年01月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 豊里矢田線（北田辺）道路照明灯設置工事の工事費前払金の支出について
6,820,000

建設局 工務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 水防組合費 負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度　淀川左岸、淀川右岸、大和川右岸水防事務組合大阪市負担金（第4回）の支出について
73,907,000

建設局 工務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（12月分）の支出について
40,771

建設局 工務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス回線使用料（１２月分）の支出について
46,170

建設局 工務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　損害保険料 車両買入に伴う自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料の支出について（軽自動車（ミニ・道路パトロールカー）１０台分）
173,500

建設局 工務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（１２月分）
1,174,435

建設局 工務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度　庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局）一式　長期借入の支出について（１２月分）
63,065

建設局 工務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 建設局庁内情報ネットワーク機器等一式長期借入の支出について（１２月分）
86,233
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建設局 工務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（１２月分）
228,644

建設局 工務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（１２月分）
102,498

建設局 工務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（12月分）の支出について
8,690

建設局 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 ATC庁舎事務室等用電話回線使用料の支出について(平成26年11月分(12月請求))
297,644

建設局 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 大阪市中央卸売市場業務管理棟事務室庁舎電話回線使用料の支出について(平成26年11月分(12月請求))
85,585

建設局 総務課 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ETC利用高速道路通行料の支出について（道路事業費１０月分）
172,270

建設局 総務課 平成27年01月06日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 大阪市中央卸売市場業務管理棟事務室内等電気使用料の支出について(平成26年11月分(12月請求))
56,159

建設局 総務課 平成27年01月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　建設リサイクル実務要覧追録臨時号買入経費の支出について
1,601

建設局 総務課 平成27年01月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　土木関係ＪＩＳ要覧追録第２３３号ほか４点買入経費の支出について
19,913

建設局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 委託料　委託料 建設局・経済戦略局中央卸売市場庁舎外４１箇所消火器点検整備業務委託にかかる経費の支出について
8,120

建設局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 建設局・経済戦略局中央卸売市場庁舎外４１箇所消火器点検整備業務委託にかかる経費の支出について
310,480

建設局 総務課 平成27年01月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　行政手続法追録第８３４－８３６号ほか２点買入経費の支出について
58,373

建設局 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 建設局　地下貯蔵タンク等点検業務委託にかかる経費の支出について
30,618

建設局 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 建設局　地下貯蔵タンク等点検業務委託にかかる経費の支出について
35,442

建設局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 ATC庁舎事務室等光熱水費の支出について(平成26年12月分(1月請求))
2,289,477

建設局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 ATC庁舎事務室等光熱水費の支出について(平成26年12月分(1月請求))
5,506

建設局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 平成２６年度建設局内事業所間文書逓送業務委託にかかる委託費中間金の支出について（第３四半期分）
937,461

建設局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ駐車場使用料の支出について(平成27年2月分(1月請求))
151,200

建設局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ庁舎自家発電機置場賃料の支出について(平成27年2月分(1月請求))
26,930

建設局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ庁舎洗濯機室賃料及び共益費の支出について(平成27年2月分(1月請求))
71,282

建設局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市中央卸売市場業務管理棟共益費の支出について(平成27年1月分(1月請求))
1,020,512

建設局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ庁舎事務室等賃借料及び共益費の支出について(平成27年2月分(1月請求))
31,761,696

建設局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ庁舎自家発電機置場賃料の支出について(平成27年2月分(1月請求))
31,174

建設局 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞（１０月～１２月分）買入経費の支出について
24,222

建設局 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞（１０月～１２月分）買入経費の支出について
24,222

建設局 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　大阪日日新聞（１０月～１２月分）買入経費の支出について
3,075

建設局 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞（１０月～１２月分）買入経費の支出について
24,222

建設局 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞外１点（１０月～１２月分）買入経費の支出について
51,276

建設局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ機器長期借入にかかる経費の支出について(平成26年12月分(1月請求))
11,988

建設局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 大阪市中央卸売市場業務管理棟事務室内等電気使用料の支出について(平成26年12月分(1月請求))
55,137

建設局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ機器長期借入にかかる経費の支出について(平成26年12月分(1月請求))
43,956

建設局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度ファクシミリ装置一式(Ａ)外1点借入にかかる経費の支出について(平成26年12月分(1月請求))
59,107

建設局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪市中央卸売市場本場衛生組合分担金の支出について(平成27年1月分(1月請求))
6,000

建設局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 会議出席用等市内等出張交通費（１２月分）の支出について
504

建設局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 建設局事務連絡文書等発送用後納郵便料金の支出について（１２月分）
123,915

建設局 職員課 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 危険物取扱者養成講習にかかる所要経費の支出について（平成27年2月2日実施分）
432

建設局 職員課 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 丸のこ等取扱い作業従事者教育にかかる所要経費の支出について（平成27年1月30日実施分）
648

建設局 職員課 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 丸のこ等取扱い作業従事者教育にかかる所要経費の支出について（平成27年1月30日実施分）
93,500

建設局 職員課 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 危険物取扱者養成講習にかかる所要経費の支出について（平成27年2月2日実施分）
24,400

建設局 職員課 平成27年01月08日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 危険物取扱者試験にかかる所要経費の支出について（平成27年2月15日実施分）
6,880

建設局 職員課 平成27年01月14日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 安全衛生用「メンタルヘルス新世紀Ⅱ～心の病を抱える若手社員にどう対応するか～」DVDほか3点購入にかかる経費の支出について
154,440

建設局 職員課 平成27年01月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費平成26年11月分の支出について
2,940

建設局 職員課 平成27年01月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 平成26年度国土交通大学校　道路計画［分析・評価］研修にかかるテキスト代（書籍）の支出について
5,365

建設局 職員課 平成27年01月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 平成26年度国土交通大学校　道路計画[分析・評価]研修にかかるテキスト代（印刷物等）の支出について
20,152

建設局 職員課 平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 市内出張交通費(平成26年４月分）について
14,600

建設局 職員課 平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 平成26年度国土交通大学校　道路構造物（係長級）[保全コース]研修にかかるテキスト代（印刷物等）の支出について
34,697

建設局 職員課 平成27年01月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 安全衛生用車両系建設機械（解体用）技能特例講習にかかる所要経費の支出について（平成27年2月12日実施分）
72,000

建設局 職員課 平成27年01月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 安全衛生用車両系建設機械（解体用）技能特例講習の受講ならびに所要経費の支出について（平成27年2月12日実施
追加３名分）
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建設局 職員課 平成27年01月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 安全衛生用車両系建設機械（解体用）技能特例講習にかかる所要経費の支出について（平成27年2月12日実施分）
864

建設局 職員課 平成27年01月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生用車両系建設機械（解体用）技能特例講習にかかる所要経費の支出について（平成27年2月12日実施分）
144,000

建設局 職員課 平成27年01月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生用車両系建設機械（解体用）技能特例講習の受講ならびに所要経費の支出について（平成27年2月12日実施
追加３名分）

建設局 経理課 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用地下鉄回数券等の購入に係る経費の支出について（１２月分)
177,000

建設局 経理課 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用地下鉄回数券等の購入に係る経費の支出について（１２月分)
15,000

建設局 経理課 平成27年01月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２４年度単価契約）１１月分
18,164

建設局 経理課 平成27年01月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２４年度単価契約）１１月分
220,229

建設局 経理課 平成27年01月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２６年度単価契約）（１１月分）
25,579

建設局 経理課 平成27年01月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（１１月分）
160,111

建設局 経理課 平成27年01月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２６年度単価契約）（１１月分）
19,243

建設局 経理課 平成27年01月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（１１月分）
36,094

建設局 経理課 平成27年01月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　デジタル複合機（赤黒ツインカラー対応）にかかるコピー代金の支出について　（１１月分）
7,101

建設局 経理課 平成27年01月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２６年度単価契約）（１１月分）
259,738

建設局 経理課 平成27年01月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（１１月分）
5,837

建設局 経理課 平成27年01月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（１１月分）
202,107

建設局 経理課 平成27年01月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用軍手買入経費の支出について
13,365

建設局 経理課 平成27年01月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（12月分－1）
4,298

建設局 経理課 平成27年01月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　印刷製本費 小口支払基金の繰入金の支出について（12月分－1）
16,200

建設局 経理課 平成27年01月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金の繰入金の支出について（12月分－1）
39,850

建設局 経理課 平成27年01月13日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金の繰入金の支出について（12月分－1）
512

建設局 経理課 平成27年01月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(天然ガス)１１月分
15,557

建設局 経理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 事務連絡用切手の購入にかかる経費の支出について（１月分）
243,250

建設局 経理課 平成27年01月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用切手の購入にかかる経費の支出について（１月分）
13,960

建設局 経理課 平成27年01月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用切手の購入にかかる経費の支出について（１月分）
9,940

建設局 経理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　１１月分　単価契約）
287,554

建設局 経理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　１１月分　単価契約）
116,893

建設局 経理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（12月分－2）
4,688

建設局 経理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　１１月分　単価契約）
986,975

建設局 経理課 平成27年01月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（12月分－2）
6,458

建設局 経理課 平成27年01月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　１１月分　単価契約）
2,060,725

建設局 経理課 平成27年01月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金の繰入金の支出について（12月分－2）
32,000

建設局 経理課 平成27年01月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　１１月分　単価契約）
36,038

建設局 経理課 平成27年01月27日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　燃料費 船舶用燃料費の支出について（軽油　１２月分　単価契約）
1,019,304

建設局 経理課 平成27年01月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 庁内情報用　ドラム／トナーカートリッジ外1点（下半期）買入(単価契約）11月分買入経費の支出について
160,295

建設局 経理課 平成27年01月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用地下鉄回数券等の購入に係る経費の支出について（１月分)
345,000

建設局 経理課 平成27年01月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 庁内情報用　ドラム／トナーカートリッジ外1点（下半期）買入(単価契約）11月分買入経費の支出について
21,189

建設局 経理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 書類作成用等　ゴム印等単価契約（１１月分）にかかる買入経費の支出について
14,837

建設局 経理課 平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　占用（設計書）袋買入経費の支出について
57,780

建設局 経理課 平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 書類作成用等　ゴム印等単価契約（１１月分）にかかる買入経費の支出について
19,051

建設局 経理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（1月分－1）
12,546

建設局 経理課 平成27年01月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　地方債の手引　（平成26年度版）外１点の買入経費の支出について
3,024

建設局 経理課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（1月分－1）
32,285

建設局 経理課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　地方債の手引　（平成26年度版）外１点の買入経費の支出について
9,072

建設局 経理課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金の繰入金の支出について（1月分－1）
26,000

建設局 経理課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　地方債の手引　（平成26年度版）外１点の買入経費の支出について
3,024

建設局 企画課 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 現場調査用等市内出張交通費（近接地を含む）１１月分の支出について
4,400

建設局 企画課 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 現場調査用等市内出張交通費（近接地を含む）１１月分の支出について
1,580

建設局 企画課 平成27年01月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 土木計画学ワンディセミナーＮｏ．７１への参加にかかる旅費の支出について
29,300
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建設局 企画課 平成27年01月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 負担金、補助及交付金　会費 土木計画学ワンデイセミナーNo.71にかかる参加費の支出について
4,000

建設局 企画課 平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 平成２６年度全国アセットマネジメント担当者会議並びに第２６回アセットマネジメント担当者会議幹事会への出張について
84,480

建設局 企画課 平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 打合せ用等市内出張交通費（近接地を含む）１２月分の支出について
5,420

建設局 企画課 平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 打合せ用等市内出張交通費（近接地を含む）１２月分の支出について
1,360

建設局 道路部調整課 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置回線使用料（道路管理費）の支出について（平成２６年　１１月分）
398,431

建設局 道路部調整課 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 中島用水路跡専用回線使用料の支出について（平成２６年　１１月分）
7,311

建設局 道路部調整課 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 大和川北岸線アンダーパス専用回線使用料の支出について（平成２６年　１１月分）
7,311

建設局 道路部調整課 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 共同溝等用光回線使用料の支出について（平成２６年　１１月分）
12,980

建設局 道路部調整課 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置用光回線使用料の支出について（平成２６年　１１月分　道路管理費）
168,024

建設局 道路部調整課 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 共同溝等電話回線専用料の支出について（平成２６年　１１月分）
115,954

建設局 道路部調整課 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 道路情報提供装置用光回線使用料の支出について（平成２６年　１１月分）
6,490

建設局 道路部調整課 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 なみはや大橋情報板回線使用料の支出について（平成２６年　１１月分）
21,728

建設局 道路部調整課 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置用光回線使用料の支出について（平成２６年　１１月分　橋梁管理費）
34,092

建設局 道路部調整課 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置回線使用料（橋梁管理費）の支出について（平成２６年　１１月分）
138,909

建設局 道路部調整課 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 道路施設用光回線使用料の支出について（平成２６年　１１月分）
12,980

建設局 道路部調整課 平成27年01月06日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 遠方監視装置回線インターネット接続使用料の支出について（平成２６年　１１月分）
2,289

建設局 道路部調整課 平成27年01月06日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 委託料　委託料 平成26年度安治川河底隧道警備業務委託の委託料中間払の支出について（１１月分）
2,912,760

建設局 道路部調整課 平成27年01月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 国道479号清水共同溝設置工事‐4に使用するシールドマシンの製品検査にかかる管外出張旅費の支出について
37,240

建設局 道路部調整課 平成27年01月09日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道（冷房設備用）電気料金の支出について（平成２６年１２月分）
361,114

建設局 道路部調整課 平成27年01月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 物件移設補償契約（府道大阪高槻線道路改良工事）の変更契約の締結に伴う経費の支出について
6,585,000

建設局 道路部調整課 平成27年01月13日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（平成２６年１２月分）
45,157

建設局 道路部調整課 平成27年01月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 負担金、補助及交付金　分担金 全国連続立体交差事業促進協議会　平成２６年度分担金の支出について
100,000

建設局 道路部調整課 平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 平成26年度都市基盤整備事業推進大会（全国街路事業促進協議会）の一般要望にかかる管外出張旅費の支出について
29,240

建設局 道路部調整課 平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費
淀川左岸線（２期）事業に関する技術検討委員会の委員に対する技術的検討の経過及び内容の説明とそれに対する技術的指導の拝受にかかる管外出張旅費の支出に
ついて 75,880

建設局 道路部調整課 平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 河堀口舎利寺線舗装新設その他工事－２の工事費前払金の支出について
23,090,000

建設局 道路部調整課 平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 歌島豊里線舗装新設工事－１０の工事費前払金の支出について
30,200,000

建設局 道路部調整課 平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業に伴う配電設備の移転工事に関する平成２６年度補償契約－１の精算金の支出について
457,685

建設局 道路部調整課 平成27年01月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 十三新歩道橋外１撤去工事の工事費前払金の支出について
22,820,000

建設局 道路部調整課 平成27年01月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 西淀川区第2023号線外1舗装補修工事の工事費前払金の支出について
7,230,000

建設局 道路部調整課 平成27年01月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 船場高架橋補修工事－４の工事費精算金の支出について
152,035,480

建設局 道路部調整課 平成27年01月16日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 工事費 工事請負費　新規工事費 津守阿倍野線舗装新設その他工事－３の工事費前払金の支出について
66,690,000

建設局 道路部調整課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 湊町駅前東西線東側地下道の電気料金の支出について（平成２６年１２月分）
225,836

建設局 道路部調整課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 平野元町アンダーパス補修工事の工事費前払金の支出について
20,550,000

建設局 道路部調整課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 東住吉区第8202号線外2舗装補修工事の工事費前払金の支出について
12,410,000

建設局 道路部調整課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 海老江工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
54,550,000

建設局 道路部調整課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 此花区第８３０１号線舗装補修工事－２の工事費前払金の支出について
7,800,000

建設局 道路部調整課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 東住吉区第8202号線外2舗装補修工事の工事費前払金の支出について
5,990,000

建設局 道路部調整課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 海老江工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
5,740,000

建設局 道路部調整課 平成27年01月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 役務費　通信運搬費 安治川河底トンネル監視室電話代の支出について（平成２６年　１２月分）
3,118

建設局 道路部調整課 平成27年01月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 巽田島長瀬線舗装補修工事の経費の工事費前払金の支出について
3,950,000

建設局 道路部調整課 平成27年01月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 東住吉区第1648号線外1舗装補修工事の工事費前払金の支出について
4,200,000

建設局 道路部調整課 平成27年01月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 平野区第2706号線舗装補修工事－2の工事費前払金の支出について
10,760,000

建設局 道路部調整課 平成27年01月20日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 東住吉区第1648号線外1舗装補修工事の工事費前払金の支出について
1,460,000

建設局 道路部調整課 平成27年01月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 住吉八尾線道路改良工事－２の工事費前払金の支出について
7,570,000

建設局 道路部調整課 平成27年01月22日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 菅原城北大橋管理運営用電気料金（守口）１２月分の支出について
156,634

建設局 道路部調整課 平成27年01月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 土佐堀南岸線歩道改良工事の工事費前払金の支出について
4,520,000

建設局 道路部調整課 平成27年01月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 旭区第348号線舗装補修工事－2の工事費前払金の支出について
4,310,000

建設局 道路部調整課 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪環状線及び大阪内環状線等共同溝水道料金の支出について（平成２６年　１２月分）
55,080
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建設局 道路部調整課 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 湊町駅前東西線東側地下道の水道料金の支出について（平成２６年１２月分）
1,620

建設局 道路部調整課 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（平成２６年　１２月分）
1,274,355

建設局 道路部調整課 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等電気料金の支出について（平成２６年１２月分）
103,857,367

建設局 道路部調整課 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 菅原城北大橋管理運営用電気料金（北摂）１２月分の支出について
36,816

建設局 道路部調整課 平成27年01月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 街路灯等電気料金の支出について（平成２６年１２月分）
7,810

建設局 道路部調整課 平成27年01月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 平成27年度交付金に係る意見交換会に伴う管外出張旅費の支出について
17,200

建設局 道路部調整課 平成27年01月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 淀川左岸線（２期）土壌調査業務委託の委託料精算金の支出について
734,400

建設局 道路部調整課 平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（１２月分）の支出について
3,993

建設局 道路部調整課 平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（１２月分）の支出について
2,813

建設局 道路部調整課 平成27年01月26日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 淀川連絡線跡遊歩道等下水道使用料の支出について（平成２６年　１２月分）
1,806,721

建設局 道路部調整課 平成27年01月26日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 都市計画道路長堀東西線（クリスタ長堀公共地下歩道）外２の維持管理に関する協定書（平成２６年度）に伴う概算払いの支出について（平成２６年度第４期分）
27,670,000

建設局 道路部調整課 平成27年01月26日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 淀川連絡線跡遊歩道等工業用水道料金の支出について（平成２７年１月分）
21,851

建設局 道路部調整課 平成27年01月26日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 都市計画道路長堀東西線（クリスタ長堀公共地下歩道）外２の維持管理に関する協定書（平成２６年度）に伴う概算払いの支出について（平成２６年度第４期分）
24,040,750

建設局 道路部調整課 平成27年01月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 敷津長吉線舗装新設その他工事（科目追加）の工事費中間前払金の支出について
1,160,000

建設局 道路部調整課 平成27年01月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 敷津長吉線舗装新設その他工事の工事費中間前払金の支出について
40,640,000

建設局 道路部調整課 平成27年01月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 茨田２０号線舗装補修工事の工事費前払金の支出について
3,440,000

建設局 道路部調整課 平成27年01月26日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 茨田２０号線舗装補修工事の工事費前払金の支出について
40,000

建設局 道路部調整課 平成27年01月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度　交通事故マッチングデータ作成業務委託の委託料精算金の支出について
3,207,600

建設局 道路部調整課 平成27年01月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 南堀江大通線道路改良工事の工事費前払金の支出について
10,920,000

建設局 道路部調整課 平成27年01月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 平野工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費中間前払金の支出について
24,270,000

建設局 道路部調整課 平成27年01月29日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 平野工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費中間前払金の支出について
2,690,000

建設局 道路部調整課 平成27年01月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業のうち平成24年度協定書の精算金の支出について
5,384,080,000

建設局 道路部調整課 平成27年01月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 市内一円都市計画道路管理及び道路適正化フェンス設置その他工事－２の工事費前払金の支出について
6,900,000

建設局 道路部調整課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 国道４７９号清水共同溝設置工事－４に使用するセグメントの製品検査にかかる管外出張旅費の支出について
1,800

建設局 道路部調整課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路維持管理用　Ｕ－ＮＵＴほか３点買入にかかる経費の支出について
1,521,072

建設局 道路部調整課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度　道路構造物補修設計業務委託の委託料精算金の支出について
28,703,160

建設局 道路部調整課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 市内一円都市計画道路管理及び道路適正化フェンス設置その他工事－２の工事費前払金の支出について
2,320,000

建設局 道路部調整課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 橋梁事業参考用　改訂５１版 建設工事標準歩掛 買入経費の支出について
14,742

建設局 道路部調整課 平成27年01月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 委託料　委託料 平成２６年度　道路構造物補修設計業務委託の委託料精算金の支出について
4,385,240

建設局 道路部調整課 平成27年01月30日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 工事費 工事請負費　新規工事費 尼崎平野線舗装新設その他工事－２（科目追加）の工事費精算金の支出について
11,325,360

建設局 道路部調整課 平成27年01月30日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 工事費 工事請負費　新規工事費 尼崎平野線舗装新設その他工事－２の工事費精算金の支出について
60,773,000

建設局 下水道河川部調整課 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 城北寝屋川口水門管理棟放流警報装置用専用線料金の支出について（１１月分）
149,562

建設局 下水道河川部調整課 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 太左衛門橋外４か所道頓堀川遊歩道監視カメラ用光回線使用料の支出について（１１月分）
32,548

建設局 下水道河川部調整課 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 住吉川ポンプ場外９か所状態監視装置インターネット回線使用料の支出について（１１月分）
73,110

建設局 下水道河川部調整課 平成27年01月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（11月分）
450

建設局 下水道河川部調整課 平成27年01月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　特別旅費 平成２６年度専門課程河川施設（設計・保全コース）研修に係る管外出張旅費の支出について
43,390

建設局 下水道河川部調整課 平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 河川事業用市内及び近接地出張旅費の支出について（１１月分）
5,382

建設局 下水道河川部調整課 平成27年01月26日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 寝屋川分流水門用電話料金の支出について（１２月分）
2,711

建設局 下水道河川部調整課 平成27年01月26日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用通信料金の支出について（１２月分）
5,148

建設局 下水道河川部調整課 平成27年01月29日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　消耗品費 親水河川滅菌用　低食塩次亜塩素酸ソーダ（今川ポンプ場外９か所）概算買入に伴う経費の支出について（12月分）
47,234

建設局 下水道河川部調整課 平成27年01月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 河川事業用市内及び近接地出張旅費の支出について（１２月分）
5,910

建設局 下水道河川部調整課 平成27年01月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　改修工事費 城北川遊歩道舗装補修工事－３の工事費前払金の支出について
1,620,000

建設局 下水道河川部調整課 平成27年01月30日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 道頓堀川水門・東横堀川水門遠方操作用専用線料金の支出について（１２月分）
25,471

建設局 下水道河川部調整課 平成27年01月30日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用インターネット接続プロバイダ使用料の支出について（１２月分）
1,706

建設局 下水道河川部調整課 平成27年01月30日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 河川水門遠方監視用専用線料金の支出について（１２月分）
793,800

建設局 下水道河川部調整課 平成27年01月30日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 加美巽川排水機場１階専用線料金の支出について（１２月分）
24,192

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（１０月分）
10,400

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年01月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
23,844
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建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年01月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　蛍光灯用管球ほか１点買入経費の支出について
16,470

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年01月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
15,195

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年01月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 国道４７９号清水共同溝設置工事ー４に伴う製品検査にかかる管外出張旅費の支出について（その１２）
37,180

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年01月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 直営作業用　フォークリフト定期自主検査にかかる経費の支出について
54,000

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年01月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 直営作業用　ホイルローダー定期自主検査にかかる経費の支出について
45,252

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年01月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 東部方面管理事務所　12月分電話等料金の支出について
102,189

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年01月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（１１月分）
5,621

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年01月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車輌整備用　3.4ｔ３人乗　低床ロングPG付トラック（なにわ８００さ３２５６）定検整備にかかる経費の支出について
46,332

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年01月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車輌整備用　ミニパトロールカー（なにわ８８０あ１４１９）修繕にかかる経費の支出について
31,622

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年01月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車輌整備用　自動車定期整備（中間点検）（東部その４）にかかる経費の支出について
31,914

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年01月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路管理用　トナーカートリッジほか１点買入経費の支出について
87,933

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年01月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用　フロアドライヤーほか1点買入経費の支出について
11,880

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年01月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車輌整備用　自動車定期整備（中間点検）（東部その５）にかかる経費の支出について
19,440

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年01月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度　東部方面管理事務所管内事業所系一般廃棄物収集運搬業務委託（その２）の施行及び同経費の支出について
22,468

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年01月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 公課費　公課費 継続検査用自動車重量税の支出について（3.4ｔ3人乗　低床ロングPG付トラック（なにわ800さ3256））
43,200

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
10,185

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
9,558

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
500

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年01月29日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 東部方面管理事務所及び弁天抽水所庁舎清掃業務委託長期継続の委託料の支出について（平成26年12月分）
161,477

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度　田島工営所外1か所事業所系一般廃棄物収集運搬業務委託の施行及び同経費の支出について
2,222

建設局 田島工営所 平成27年01月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（平成２６年１１月分）
4,004

建設局 田島工営所 平成27年01月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１１月分）
33,200

建設局 田島工営所 平成27年01月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１１月分）
200

建設局 田島工営所 平成27年01月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１１月分）
10,281

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年01月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用、市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
3,968

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年01月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
36,897

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年01月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
800

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年01月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ100さ2655）定検整備にかかる経費の支出について
23,220

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年01月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用自動車定期点検整備（中間点検）（西部その３）にかかる経費の支出について
77,760

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年01月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 公課費　公課費 継続検査用自動車重量税の支出について（軽自動車（なにわ100さ2655）定検整備）
32,400

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年01月21日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 庁舎管理用日本国旗買入経費の支出について
31,752

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年01月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 庁舎管理用日本国旗買入経費の支出について
9,072

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年01月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　損害保険料 自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料の支出について（軽自動車（なにわ880あ1141）ほか６点定検整備）
117,950

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年01月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　損害保険料 自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料の支出について（軽四輪貨物自動車（なにわ880あ1164）ほか９点定検整備
168,500

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年01月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　備品修繕料 衛生管理用東横堀川水門管理棟更衣室エアコン修繕にかかる経費の支出について
56,700

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用市岡工営所上水用貯水槽修繕にかかる経費の支出について
96,120

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用市岡工営所遠赤外線放射衣類乾燥機修繕にかかる経費の支出について
216,000

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用２ｔダンプトラック(なにわ800さ8779)修繕にかかる経費の支出について
73,756

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車(なにわ100さ2655)修繕にかかる経費の支出について
11,934

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 渡船施設整備用トグルスイッチ(防水型)外4点買入経費の支出について
21,438

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年01月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 河川施設維持管理用ジョイントカバーほか１点買入にかかる経費の支出について
526,176

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年01月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
23,042

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年01月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用軽自動車(なにわ880あ1444)修繕にかかる経費の支出について
46,764

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年01月29日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 委託料　委託料 河川・渡船管理事務所ほか２箇所庁舎清掃業務委託　長期継続（26年度第1回）委託料の支出について
79,665

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年01月29日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 委託料　委託料 河川・渡船管理事務所ほか２箇所庁舎清掃業務委託　長期継続（26年度第1回）委託料の支出について
532,205

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年01月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　燃料費 プロパンガス（落合下渡船場外５箇所分）下半期（単価契約）（12月分）の支出について
38,986

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用、市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
2,940

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　損害保険料 自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料の支出について（軽自動車（なにわ880あ45）ほか９点定検整備)
174,620
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建設局 市岡工営所 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（11月分）
82,603

建設局 市岡工営所 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（11月分）
3,500

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年01月26日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 船舶緊急連絡用携帯電話料金にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
6,371

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年01月29日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
14,174

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年01月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
23,200

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年01月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
19,710

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年01月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
17,760

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年01月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 委託料　委託料 落合上渡船場の渡船運航業務委託（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成２６年度第３四半期分）
13,143,600

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 使用料及賃借料　使用料 河川・渡船管理事務所仮設倉庫　長期借入（その２）にかかる経費の支出について（１２月分）
112,581

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 河川事業用市内出張交通費（１２月分）にかかる支出について
8,720

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１１月分）
31,263

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 旧南工営所光熱水費の支出について（１１月使用分電気料金）
54,919

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１１月分）
12,830

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１１月分）
140

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ETC利用高速道路通行料の支出について（１０月分）
3,300

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年01月06日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 平成26年度十三工営所外５か所上水用貯水槽清掃業務委託の委託料精算金の支出について
216,000

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年01月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 住之江工営所外１か所電話料金(ＮＴＴ11月分)にかかる経費の支出について
174,045

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年01月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車輌整備用　リーチ式フォークリフト修繕にかかる経費の支出について
79,164

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年01月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車輌整備用　自動車定期点検（中間点検）（南部その３）にかかる経費の支出について
45,360

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路事業用　シリンダー錠買入（その２）にかかる経費の支出について
62,100

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年01月26日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 南部方面管理事務所庁舎等清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（第３四半期分）
401,120

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年01月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 南部方面管理事務所管内電話料金の支出について（12月使用分ＫＤＤＩ）
4,600

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年01月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　旧南工営所水道代（平成２６年１１月分）の支出について
6,652

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年01月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張交通費の支出について（２６年１２月分）
1,040

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年01月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度　南部方面管理事務所管内事業所系一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる経費の支出について（２６年１２月分）
16,172

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
34,440

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路事業用　作業用ヘルメット買入にかかる経費の支出について
53,460

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
1,600

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
1,520

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
3,300

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
1,000

建設局 平野工営所 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　特別旅費 国土交通大学校　平成２６年度 専門課程　道路構造物（係長級）【保全コース】研修にかかる管外出張費の支出について
45,290

建設局 平野工営所 平成27年01月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費(平成２６年１０月分)の支出について
1,930

建設局 平野工営所 平成27年01月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費(平成２６年１１月分)の支出について
8,654

建設局 平野工営所 平成27年01月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
37,552

建設局 平野工営所 平成27年01月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
1,400

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（１０月分）
2,680

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年01月06日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
4,210

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年01月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
5,990

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年01月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
3,240

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年01月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 プリンター用　トナーカートリッジほか４点買入にかかる経費の支出について
284,364

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年01月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用　ラッカースプレー外４点買入にかかる経費の支出について
59,238

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年01月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 道路維持作業用　小型振動ローラー定期自主検査（特定自主検査）（その１）にかかる経費の支出について
73,440

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年01月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　自動車点検整備（中間点検）（北部その２）にかかる経費の支出について
39,420

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年01月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 道路維持作業用　フォークリフト点検整備にかかる経費の支出について
54,000

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年01月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費の支出について（１１月分）
7,134

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年01月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用　コンベックス外１３点買入にかかる経費の支出について
550,800

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年01月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 備品購入費　機械器具費 現場作業用　コンベックス外１３点買入にかかる経費の支出について
88,560
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建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年01月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 現場作業用　ベルトコンベア修繕(緊急)にかかる経費の支出について
53,784

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年01月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 病気休職中の職員及び家族との面談にかかる管外出張旅費の支出について
11,520

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年01月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
67,766

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年01月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
2,700

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年01月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
8,947

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 路面凍結防止処置による緊急動員にかかるタクシー料金の支出について
8,800

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 路面凍結防止処置による緊急動員にかかるタクシー料金の支出について
720

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年01月29日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 庁舎管理用　野田出張所庁舎清掃業務委託　長期継続の経費の支出について（第３四半期）
387,399

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年01月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　損害保険料 車両整備用　自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料の支出について　自動車定期整備（なにわ８８０あ１１５４）ほか１５点
272,660

建設局 十三工営所 平成27年01月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費の支出について（１１月分）
3,060

建設局 十三工営所 平成27年01月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
34,089

建設局 公園管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度大阪城西の丸庭園等運営業務委託料の支出について（１１月分）
522,000

建設局 公園管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用花博記念公園鶴見緑地内警備業務委託料の支出について（10・11月分）
5,972,400

建設局 公園管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度花博記念公園鶴見緑地有料施設清掃業務委託料の支出について（１１月分）
421,200

建設局 公園管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度浦江庭球場外７施設管理運営補助業務委託料の支出について（１１月分）
342,017

建設局 公園管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度加賀屋緑地運営業務委託料の支出について（１１月分）
588,600

建設局 公園管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　消耗品費 動物舎管理用　ウッドチップ（下半期）概算買入経費の支出について（平成２６年１１月分）
151,826

建設局 公園管理課 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　鶴見緑地　水の館ホール　側窓開閉装置Ｅ４部修繕（緊急）経費の支出について
32,400

建設局 公園管理課 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用大規模公園等清掃除草作業業務委託料の支出について（第４四半期分）
18,734,135

建設局 公園管理課 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用北部方面公園事務所管内一円公園便所清掃業務委託料の支出について（第４四半期分）
2,007,019

建設局 公園管理課 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用大阪城公園ほか３公園清掃除草作業業務委託料の支出について（第４四半期分）
23,168,233

建設局 公園管理課 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用西部方面公園事務所管内一円公園便所清掃業務委託料の支出について（第４四半期分）
1,683,305

建設局 公園管理課 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用南部方面公園事務所管内一円公園便所清掃業務委託料の支出について（第４四半期分）
1,000,065

建設局 公園管理課 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用天王寺動植物公園事務所管内一円公園便所清掃業務委託料の支出について（第４四半期分）
949,787

建設局 公園管理課 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用東部方面公園事務所管内一円公園便所清掃業務委託料の支出について（第４四半期分）
1,038,635

建設局 公園管理課 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　ＥＴＣ利用高速道路通行料（１０月分）の支出について
26,620

建設局 公園管理課 平成27年01月06日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用庁内情報ネットワークにおける通信サービス料の支出について（１１月分）
46,170

建設局 公園管理課 平成27年01月06日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　消耗品費 公園・動物園維持管理用　家庭用殺虫剤　ほか３点買入経費の支出について
28,293

建設局 公園管理課 平成27年01月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　車止め　外３点　買入経費の支出について
74,520

建設局 公園管理課 平成27年01月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園・動物園維持管理用　家庭用殺虫剤　ほか３点買入経費の支出について
34,152

建設局 公園管理課 平成27年01月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　散水車（なにわ８００さ７４５４）修繕（緊急）（その３）経費の支出について
37,800

建設局 公園管理課 平成27年01月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 備品購入費　機械器具費 公園維持管理用　発電機兼用溶接機　買入経費の支出について
221,400

建設局 公園管理課 平成27年01月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費（１１月分）の支出について
78,130

建設局 公園管理課 平成27年01月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理作業用　背抜き手袋－１　外１９点買入経費の支出について
1,302,372

建設局 公園管理課 平成27年01月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　フォト光沢紙　ほか１点　買入経費の支出について
125,280

建設局 公園管理課 平成27年01月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 緑化推進事業用　ドイツトウヒ　外８点　買入経費の支出について
73,656

建設局 公園管理課 平成27年01月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　平尾公園給水管漏水修繕（緊急）経費の支出について
118,800

建設局 公園管理課 平成27年01月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　野里公園ほか１公園複合遊具修繕経費の支出について
37,152

建設局 公園管理課 平成27年01月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園施設維持管理用　加島南公園ほか５公園シェルター及びトイレ建具等修繕経費の支出について
796,716

建設局 公園管理課 平成27年01月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ８００さ７１０１号車ほか１台・定期点検整備（継続検査）および定期自主検査整備経費の支出について
133,920

建設局 公園管理課 平成27年01月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 備品購入費　機械器具費 公園維持管理用　コンクリートカッター　買入経費の支出について
113,400

建設局 公園管理課 平成27年01月08日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　消耗品費 動物園展示用　海水（下半期分）概算買入経費の支出について（平成２６年１１月分）
56,160

建設局 公園管理課 平成27年01月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 花卉事業用　ストック・ピグミー－１　ほか２１点（北部方面）買入経費の支出について
360,504

建設局 公園管理課 平成27年01月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　鶴見緑地　国際陳列館　空調設備用水道加圧装置修繕（緊急）経費の支出について
259,200

建設局 公園管理課 平成27年01月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　南港中央公園東側園路給水管漏水修繕（緊急）経費の支出について
172,800

建設局 公園管理課 平成27年01月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　グレーチング　買入経費の支出について
35,235

建設局 公園管理課 平成27年01月09日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　消耗品費 公園・動物園維持管理用　洗濯用粉石鹸　ほか２２点買入経費の支出について
175,781

建設局 公園管理課 平成27年01月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園・動物園維持管理用　洗濯用粉石鹸　ほか２２点買入経費の支出について
175,759
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建設局 公園管理課 平成27年01月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　西淡路公園ほか５公園便所修繕経費の支出について
280,800

建設局 公園管理課 平成27年01月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　真田山公園複合遊具修繕経費の支出について
537,840

建設局 公園管理課 平成27年01月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　アスファルト常温合材－１　ほか８点　買入経費の支出について
680,400

建設局 公園管理課 平成27年01月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園施設維持管理用　アリ駆除剤買入経費の支出について
54,237

建設局 公園管理課 平成27年01月14日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(Wキャビン：なにわ800さ4547／普通貨物4t：なにわ800さ9835)
39,820

建設局 公園管理課 平成27年01月14日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(Ｗキャビンなにわ800さ4546号車)
19,910

建設局 公園管理課 平成27年01月14日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 平成26年度公園管理用自動車損害共済委託に伴う損害保険料(軽四バン5台分)の支出について
34,441

建設局 公園管理課 平成27年01月14日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(Wキャビン：なにわ800さ4547／普通貨物4t：なにわ800さ9835)
65,200

建設局 公園管理課 平成27年01月14日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(Ｗキャビンなにわ800さ4546号車)
32,400

建設局 公園管理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度花博記念公園鶴見緑地バーベキュー場・キャンプ場運営業務委託料の支出について（１１月分）
833,170

建設局 公園管理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度花博記念公園鶴見緑地ホール等有料施設運営業務委託料の支出について（１１月分）
875,520

建設局 公園管理課 平成27年01月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 花卉事業用　ストック　ほか８点　買入経費の支出について
561,600

建設局 公園管理課 平成27年01月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　エンジンオイル－１　ほか７点　買入経費の支出について
415,476

建設局 公園管理課 平成27年01月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 花卉事業用　ガーデンシクラメン　ほか１９点（西部方面）買入経費の支出について
270,000

建設局 公園管理課 平成27年01月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 天王寺動物公園内花壇展示用ゴールドクレスト－１　外１９点（天王寺動物公園）　買入経費の支出について
276,480

建設局 公園管理課 平成27年01月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　南天満公園庭球場人工芝修繕経費の支出について
334,800

建設局 公園管理課 平成27年01月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　東高津公園複合遊具修繕経費の支出について
207,144

建設局 公園管理課 平成27年01月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　南港中央公園バーベキュー場横トイレ修繕（緊急）経費の支出について
154,602

建設局 公園管理課 平成27年01月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　南部方面公園事務所ボイラー室給湯循環ポンプ修繕経費の支出について
126,360

建設局 公園管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度加賀屋緑地運営業務委託料の支出について（１２月分）
588,600

建設局 公園管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園・動物園維持管理用　飼育用パネルヒーター－１　ほか１点　買入（その２）経費の支出について
91,800

建設局 公園管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　印刷製本費 緑化普及ＰＲ用　緑化普及啓発広報紙「ひふみ」印刷請負一式経費の支出について（第３四半期分）
135,270

建設局 公園管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　山之内中央公園複合遊具修繕経費の支出について
712,800

建設局 公園管理課 平成27年01月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　油圧ショベル特定自主検査整備（その２）経費の支出について
210,146

建設局 公園管理課 平成27年01月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　公園内放置自転車・自動二輪車違法駐車対策業務委託料の支出について（第４四半期分）
2,247,926

建設局 公園管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(普通貨物4t:なにわ800さ9834／軽四ダンプ：なにわ480あ74)
46,280

建設局 公園管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入経費の支出について（平成２６年１２月分）
85,233

建設局 公園管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入経費の支出について（平成２６年１２月分）
55,355

建設局 公園管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入経費の支出について（平成２６年１２月分）
518,878

建設局 公園管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　庁内情報利用環境カラープリンタ一式長期借入経費の支出について（平成２６年１２月分）
24,552

建設局 公園管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(普通貨物4t:なにわ800さ9834／軽四ダンプ：なにわ480あ74)
39,400

建設局 公園管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 公園維持管理用　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入経費の支出について（平成２６年１２月分）
6,264

建設局 公園管理課 平成27年01月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　大阪城公園杉山地区噴水設備配管修繕（緊急）経費の支出について
159,840

建設局 公園管理課 平成27年01月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　天王寺公園　川底池北部漏水修繕（緊急）経費の支出について
614,692

建設局 公園管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用南部方面公園事務所庁舎機械警備業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（第３四半期分）
42,120

建設局 公園管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用北部方面公園事務所外２箇所庁舎機械警備業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（第３四半期分）
82,620

建設局 公園管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 平成26年度東部方面公園事務所外８箇所庁舎定期清掃業務委託にかかる経費の支出について
534,600

建設局 公園管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度大阪城西の丸庭園等運営業務委託料の支出について（１２月分）
522,000

建設局 公園管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 有料施設管理用　大阪城公園駐車場（バス専用）機械ゲート機器一式長期借入経費の支出について　第３四半期分
372,600

建設局 公園管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 有料施設管理用　大阪城玉造口機械ゲート機器一式長期借入経費の支出について　第３四半期分
441,936

建設局 公園管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 有料施設管理用　大阪城公園駐車場（普通車専用）機械ゲート機器一式長期借入経費の支出について　第３四半期分
668,736

建設局 公園管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 公園維持管理用　自動体外式除細動器（AED）長期借入経費の支出について　１２月分
41,076

建設局 公園管理課 平成27年01月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園・動物園維持管理用　バッテリー用精製水買入経費の支出について
35,640

建設局 公園管理課 平成27年01月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　普通ダンプトラック（なにわ８００さ９６４０）修繕経費の支出について
77,176

建設局 公園管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用大阪城駐車場運営業務委託（長期継続）料の支出について（第３四半期分）
1,172,248

建設局 公園管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用大阪城玉造口機械ゲート運営業務委託（長期継続）料の支出について（第３四半期分）
409,050

建設局 公園管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度浦江庭球場外７施設管理運営補助業務委託料の支出について（１２月分）
342,017

建設局 公園管理課 平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物園　夜行性動物舎空調機修繕（緊急）経費の支出について
67,176
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建設局 公園管理課 平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　神路公園身障者便所扉修繕経費の支出について
345,600

建設局 公園管理課 平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　泉尾公園他３公園便所大便器・給水設備修繕経費の支出について
399,600

建設局 公園管理課 平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　南津守スポーツ広場放送設備修繕（緊急）経費の支出について
540,000

建設局 公園管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用花博記念公園鶴見緑地乗馬苑運営業務委託料の支出について（第３四半期分）
5,300,100

建設局 公園管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用西部方面公園事務所外１箇所庁舎機械警備業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（第３四半期分）
55,227

建設局 公園管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用東部方面公園事務所外１箇所庁舎機械警備業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（第３四半期分）
50,220

建設局 公園管理課 平成27年01月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　特定地域ホームレス対策用ユニットハウス－Aほか5点借入（再リース）の経費の支出について（１２月分）
54,000

建設局 公園管理課 平成27年01月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 公園事業用　ホームレス対策用軽自動車借入（東部方面公園事務所　再リース）にかかる経費の支出について（なにわ480け1675・12月分）
24,300

建設局 公園管理課 平成27年01月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 公園事業用　ホームレス対策用軽自動車借入（西南方面公園事務所　再リース）にかかる経費の支出について（なにわ480け1676・12月分）
29,916

建設局 公園管理課 平成27年01月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　消耗品費 動物園展示用　海水（下半期分）概算買入経費の支出について（平成２６年１２月分）
56,160

建設局 公園管理課 平成27年01月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　消耗品費 動物舎管理用　ウッドチップ（下半期）概算買入経費の支出について（平成２６年１２月分）
179,625

建設局 公園管理課 平成27年01月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　バラ接木台木　外１点　買入経費の支出について
128,520

建設局 公園管理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度花博記念公園鶴見緑地ホール等有料施設運営業務委託料の支出について（１２月分）
875,520

建設局 公園管理課 平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度中之島公園及び周辺道路等の適正化対策に係る巡回警備業務委託にかかる経費の支出について（10・11・12月分）
1,314,434

建設局 公園管理課 平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度天王寺公園及び周辺道路等の適正化対策に係る巡回警備業務委託にかかる経費の支出について（10・11・12月分）
839,895

建設局 公園管理課 平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
6,246

建設局 公園管理課 平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
4,514

建設局 公園管理課 平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　東部方面公園事務所　大型車輛用車庫シャッター修繕（緊急）経費の支出について
162,000

建設局 公園管理課 平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　南津守さくら公園庭球場人工芝修繕経費の支出について
367,200

建設局 公園管理課 平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　扇町公園身障者用便所手洗い修繕（緊急）経費の支出について
124,200

建設局 公園管理課 平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成26年度靱公園の適正化対策に係る巡回警備業務委託にかかる経費の支出について（10・11・12月分）
4,215,240

建設局 公園管理課 平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成26年度天王寺公園及び周辺道路等の適正化対策に係る巡回警備業務委託にかかる経費の支出について（10・11・12月分）
3,072,675

建設局 公園管理課 平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成26年度中之島公園及び周辺道路等の適正化対策に係る巡回警備業務委託にかかる経費の支出について（10・11・12月分）
2,939,686

建設局 公園管理課 平成27年01月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　特定地域ホームレス対策用ユニットハウスほか1点借入（再リース）にかかる経費の支出について（１２月分）
27,000

建設局 公園管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 公園管理用　平成26年度長居公園及び長居陸上競技場ほか７施設管理運営業務代行料の支出について（第４四半期）
86,694,528

建設局 公園管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用庁内情報ネットワークにおける通信サービス料の支出について（１２月分）
46,170

建設局 公園管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園緑化事務用後納郵便（１２月分）の支出について
55,376

建設局 公園管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用　平成26年度咲くやこの花館管理運営業務代行料の支出について（第４四半期）
77,604,017

建設局 公園管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用　平成26年度長居公園及び長居陸上競技場ほか７施設管理運営業務代行料の支出について（第４四半期）
112,503,449

建設局 公園管理課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費（１２月分）の支出について
89,514

建設局 公園管理課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　大阪市フェンス用部品－１　外１６点　買入経費の支出について
198,169

建設局 公園管理課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　平野白鷺公園スイング遊具修繕経費の支出について
322,272

建設局 公園管理課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 公園緑化事務用後納郵便（１２月分）の支出について
15,312

建設局 公園管理課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園管理用　平成26年度長居公園及び長居陸上競技場ほか７施設管理運営業務代行料の支出について（第４四半期）
25,466,500

建設局 公園緑化部調整課 平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　南港中央公園改修工事の工事費の前払い金の支出について
5,320,000

建設局 公園緑化部調整課 平成27年01月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　大阪城公園案内表示板整備工事の工事費の前払いの支出について
5,200,000

建設局 公園緑化部調整課 平成27年01月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　新規工事費 公園事業用　天王寺公園（新世界詰所跡）フェンス設置その他工事の支出命令について
2,083,320

建設局 公園緑化部調整課 平成27年01月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　城北公園改修工事の工事費の前払い金の支出について
3,190,000

建設局 公園緑化部調整課 平成27年01月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　生野東公園改修工事の工事費の支出について
3,303,720

建設局 公園緑化部調整課 平成27年01月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　井高野公園防球柵設置工事の工事費の精算払いについて
4,257,960

建設局 公園緑化部調整課 平成27年01月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報償費　報償金 公園事業用　第１回緑に関する条例検討会議の報償金の支出について
80,025

建設局 公園緑化部調整課 平成27年01月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　正蓮寺川公園新設工事に伴う基本設計業務委託の支出命令について
6,704,000

建設局 公園緑化部調整課 平成27年01月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　平成26年度大阪市公園施設維持管理計画（公園内橋梁）に係る調査検討業務委託の前払い金の支出命令について
2,430,000

建設局 公園緑化部調整課 平成27年01月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　南部方面公園事務所管内施設補修工事の工事費の支出について
2,853,360

建設局 公園緑化部調整課 平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　南部方面公園事務所管内施設補修工事の工事費の支出について
2,006,640

建設局 公園緑化部調整課 平成27年01月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費（１０月分）について
46,124

建設局 協働課 平成27年01月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 公園事業用　保存樹、保存樹林等補助金の支出について（保－５）
75,000

建設局 協働課 平成27年01月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 阿倍野区児童遊園整備費補助金の支出について（晴明通児童遊園）
150,000
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建設局 協働課 平成27年01月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 東住吉区児童遊園整備費補助金の支出について（東田辺児童遊園）
142,500

建設局 協働課 平成27年01月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 住吉区児童遊園整備費補助金の支出について（中一北児童遊園）
150,000

建設局 協働課 平成27年01月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（１１月分）
39,119

建設局 協働課 平成27年01月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大正区児童遊園整備費補助金の交付金額確定及び支出について（大正通児童遊園）
81,000

建設局 協働課 平成27年01月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園管理用　平成26年度花卉等植付け及び維持管理業務委託の業務委託費の支出（第１回中間）について
4,114,800

建設局 協働課 平成27年01月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　北部方面管内街路樹維持工事－１の前払金の支出について
23,990,000

建設局 協働課 平成27年01月20日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　北部方面管内街路樹維持工事－１の前払金の支出について
2,710,000

建設局 協働課 平成27年01月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　南部方面管内公園樹維持工事－２の工事費の支出（第1回中間）について
8,300,000

建設局 協働課 平成27年01月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 公園事業用　保存樹、保存樹林等補助金の支出について（保－４）
92,000

建設局 協働課 平成27年01月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 住吉区児童遊園整備費補助金の支出について（苅田南児童遊園）
86,400

建設局 協働課 平成27年01月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　「人材育成ネットワーク事業（はならんまん２０１４）」の実施にかかる会場設営・撤去業務委託の支出について
1,458,000

建設局 協働課 平成27年01月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 住之江区児童遊園整備費補助金の支出について（開発児童遊園）
124,200

建設局 協働課 平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園管理用　緑化樹木腐朽病害ハンドブック　買入の支出について
42,390

建設局 協働課 平成27年01月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（１２月分）
39,834

建設局 協働課 平成27年01月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　東部方面管内街路樹維持工事－１の工事費の支出（第１回中間）について
9,470,000

建設局 協働課 平成27年01月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 住之江区児童遊園整備費補助金の支出について（大和川児童遊園）
52,800

建設局 協働課 平成27年01月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 住之江区児童遊園整備費補助金の支出について（敷津浦北児童遊園）
150,000

建設局 協働課 平成27年01月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 公園管理用　長吉六反１丁目東西線ほか２街路植栽工事の工事費の支出（完成）について
2,738,880

建設局 協働課 平成27年01月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　東部方面管内公園樹維持工事－１の工事費の支出（第１回目中間）について
6,620,000

建設局 協働課 平成27年01月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　南部方面管内街路樹維持工事－２の工事費の支出（第1回中間）について
7,000,000

建設局 協働課 平成27年01月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平野区児童遊園整備費補助金の支出について（ひばり児童遊園）
150,000

建設局 協働課 平成27年01月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平野区児童遊園整備費補助金の支出について（菜乃花の里児童遊園）
16,200

建設局 協働課 平成27年01月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 城東区児童遊園整備費補助金の支出について（新喜多東ちびっこ広場）
50,000

建設局 協働課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 公園管理用　都島阿倍野線街路植栽工事の工事費の支出（完成）について
1,670,760

建設局 東部方面公園事務所 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園駐車場及び公園電気使用料（２６年１１月分）の支出について
83,651

建設局 東部方面公園事務所 平成27年01月08日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　真田山公園事務所電話料金（平成２６年１１月分）の支出について
37,200

建設局 東部方面公園事務所 平成27年01月09日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　東部方面公園事務所電話料金（平成２６年１１月分）の支出について
48,389

建設局 東部方面公園事務所 平成27年01月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費等の支出について（１１月分）/東部方面公園事務所
7,720

建設局 東部方面公園事務所 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張交通費の支出について（１１月分）/真田山公園事務所
7,320

建設局 東部方面公園事務所 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）／真田山公園事務所
18,897

建設局 東部方面公園事務所 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）／真田山公園事務所
19,764

建設局 東部方面公園事務所 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）／真田山公園事務所
3,780

建設局 東部方面公園事務所 平成27年01月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 負担金、補助及交付金　会費 公園管理用　平成２６年度　安全運転管理者等法定講習受講に伴う経費の支出について
4,200

建設局 東部方面公園事務所 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園水道代（平成２６年１２月分）の支出について
1,494

建設局 東部方面公園事務所 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園水道代（平成２６年１２月分）の支出について
820

建設局 東部方面公園事務所 平成27年01月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園駐車場及び公園電気使用料（２６年１２月分）の支出について
85,353

建設局 東部方面公園事務所 平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）／東部方面公園事務所
28,661

建設局 東部方面公園事務所 平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）/真田山公園事務所
9,153

建設局 東部方面公園事務所 平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）／東部方面公園事務所
1,944

建設局 東部方面公園事務所 平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）／東部方面公園事務所
30

建設局 東部方面公園事務所 平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）／東部方面公園事務所
2,160

建設局 東部方面公園事務所 平成27年01月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 公園管理用　巽公園ガス使用料の支出について（１２月分）
2,160

建設局 西部方面公園事務所 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について(西部方面公園事務所　平成２６年１１月分)
143,380

建設局 西部方面公園事務所 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　電話料金の支出について（西部方面公園事務所　平成２６年１１月分）
31,408

建設局 西部方面公園事務所 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内等出張交通費の支出について（11月分）西部方面公園事務所
8,350

建設局 西部方面公園事務所 平成27年01月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）／港・大正公園事務所
15,429

建設局 西部方面公園事務所 平成27年01月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業費　市内等出張交通費の支出について（１１月分）／港・大正公園事務所
1,799

建設局 西部方面公園事務所 平成27年01月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）/西部方面公園事務所
23,449
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建設局 西部方面公園事務所 平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内等出張交通費の支出について（12月分）西部方面公園事務所
11,800

建設局 南部方面公園事務所 平成27年01月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（１１月分）/南部方面公園事務所
10,250

建設局 南部方面公園事務所 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
34,712

建設局 南部方面公園事務所 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
4,000

建設局 北部方面公園事務所 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　旭公園庭球場電話使用料（１１月利用分）の支出について
2,703

建設局 北部方面公園事務所 平成27年01月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 「小口支払基金繰入金の支出について（１１月分その２）」
4,617

建設局 北部方面公園事務所 平成27年01月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
31,812

建設局 北部方面公園事務所 平成27年01月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 「小口支払基金繰入金の支出について（１１月分その２）」
7,128

建設局 北部方面公園事務所 平成27年01月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
900

建設局 北部方面公園事務所 平成27年01月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
1,987

建設局 北部方面公園事務所 平成27年01月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（１１月分）北部方面公園事務所
14,030

建設局 北部方面公園事務所 平成27年01月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用市内出張交通費の支出について（１０月分）／城北公園事務所
13,800

建設局 北部方面公園事務所 平成27年01月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用市内出張交通費の支出について（１１月分）／城北公園事務所
3,670

建設局 北部方面公園事務所 平成27年01月15日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　城北公園事務所電話使用料（１１月利用分）の支出について
28,619

建設局 北部方面公園事務所 平成27年01月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（１１月分）/十三公園事務所
5,040

建設局 北部方面公園事務所 平成27年01月16日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　北部方面公園事務所矢倉緑地　上水使用料の支出について（11月分）
16,713

建設局 北部方面公園事務所 平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）／城北公園事務所
440

建設局 北部方面公園事務所 平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）／城北公園事務所
3,780

建設局 北部方面公園事務所 平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）／城北公園事務所
3,720

建設局 北部方面公園事務所 平成27年01月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　城北公園工業用水使用料の支出について（１月分）
80,659

建設局 北部方面公園事務所 平成27年01月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　矢倉緑地下水道使用料金の支出について（１２月分）
6,944

建設局 北部方面公園事務所 平成27年01月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　城北菖蒲園下水道使用料の支出について（１２月分）
231,789

建設局 北部方面公園事務所 平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
46,532

建設局 北部方面公園事務所 平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
12,960

建設局 北部方面公園事務所 平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
3,974

建設局 北部方面公園事務所 平成27年01月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　出来島公園水道使用料の支出について（１月分）
1,026

建設局 北部方面公園事務所 平成27年01月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　出来島公園水道使用料の支出について（１月分）
594

建設局 北部方面公園事務所 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 「小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）」
13,902

建設局 北部方面公園事務所 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 「小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）」
19,656

建設局 花博記念公園事務所 平成27年01月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 平成26年１１月分　鶴見緑地公園管理用電気使用料の支出について
877,637

建設局 花博記念公園事務所 平成27年01月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 平成26年１１月分　鶴見緑地公園管理用電気使用料の支出について
4,572,032

建設局 花博記念公園事務所 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 平成26年１１月分　鶴見緑地公園管理用電気使用料の支出について
11,432,904

建設局 花博記念公園事務所 平成27年01月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）花博記念公園事務所
18,604

建設局 花博記念公園事務所 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 鶴見緑地公園管理用市内出張交通費等の支出について(１２月分)/花博記念公園事務所
10,500

建設局 花博記念公園事務所 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　上下水道使用料の支出について（１２月分）
69,322

建設局 花博記念公園事務所 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　上下水道使用料の支出について（１２月分）
1,765,864

建設局 花博記念公園事務所 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　上下水道使用料の支出について（１２月分）
2,979,794

建設局 花博記念公園事務所 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　上下水道使用料の支出について（１２月分）
1,739,777

建設局 花博記念公園事務所 平成27年01月26日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　下水道使用料の支出について（１２月分）
44,272

建設局 花博記念公園事務所 平成27年01月26日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　下水道使用料の支出について（１２月分）
1,127,778

建設局 花博記念公園事務所 平成27年01月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　下水道使用料の支出について（１２月分）
5,105,143

建設局 花博記念公園事務所 平成27年01月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　工業用水道使用料の支出について（１月分）
1,696,760

建設局 花博記念公園事務所 平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）花博記念公園事務所
23,297

建設局 花博記念公園事務所 平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）花博記念公園事務所
8,164

建設局 花博記念公園事務所 平成27年01月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 鶴見緑地公園管理用　ＬＰガス使用料の支出について（１２月分）
9,290

建設局 花博記念公園事務所 平成27年01月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　守口市下水道使用料の支出について（１２月分）
485,277

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 役務費　通信運搬費 動物園管理用　業務用連絡切手の購入について
21,800

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について（１１月分）／天王寺動物公園事務所
17,418
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建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　特別旅費 動物園事業用　上海動物園との動物交流における交流団派遣にかかる職員の海外出張旅費の支出について
358,854

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ミミズ概算１６３ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（１２月分）
190,512

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）鳥用ペレット概算４００ｋｇ外７点購入（下半期）経費の支出について（１２月分）
248,400

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）牛レバー概算６５０ｋｇ外５点購入（下半期）経費の支出について（１２月分）
1,698,905

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）脱脂粉乳概算２０ｋｇ外１点購入（下半期）経費の支出について（１２月分）
2,592

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　レントゲン装置長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
49,350

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 天王寺動物園及び天王寺公園入園者管理用　券売機借入（再リース）経費の支出について（１２月分）
311,995

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　血液分析装置長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
45,570

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　超低温冷凍庫（ディープフリーザー）長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
22,575

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　自動血球計数装置長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
24,045

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）青草概算１７，０００ｋｇ外２点購入（下半期）経費の支出について（１２月分）
1,212,764

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）冷凍マウス概算７，１００匹外３点購入（下半期）経費の支出について（１２月分）
200,340

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）オキアミ概算３，０００ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（１２月分）
372,600

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ドジョウ概算１，３５０ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（１２月分）
661,500

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ミールワーム概算６０箱外１点購入（下半期）経費の支出について（１２月分）
88,452

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）フタホシコオロギ１・２齢概算２５，０００匹外１点購入（下半期）経費の支出について（１２月分）
64,800

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）冷凍カワエビ概算１４０ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（１２月分）
34,776

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）パンの耳概算１，１００ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（１２月分）
23,794

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）コイ概算３００ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（１２月分）
14,904

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用(動物飼料)シシャモ概算５０ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（１２月分）
51,891

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）愛玩家禽用配合飼料概算８００ｋｇ外２点購入（下半期）経費の支出について（１２月分）
105,753

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）活マウス概算１００匹外１点購入（下半期）経費の支出について（１２月分）
60,264

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 負担金、補助及交付金　会費 動物園事業用　公益社団法人日本動物園水族館協会平成２６年度第２回近畿ブロック園館長会議出席に係る会費の支出について
2,000

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ栽培管理及び供給業務委託（その６）経費の支出について（10月1日～12月31日分）
480,600

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ栽培管理及び供給業務委託（その５）経費の支出について（10月1日～12月31日分）
2,700,000

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ栽培管理及び供給業務委託（その４）経費の支出について（10月1日～12月31日分）
1,527,120

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ栽培管理及び供給業務委託（その３）経費の支出について（10月1日～12月31日分）
3,359,880

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ栽培管理及び供給業務委託（その１）経費の支出について（10月1日～12月31日分）
2,138,400

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ枝の整枝業務委託経費の支出について（10月1日～12月31日分）
345,168

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ栽培管理及び供給業務委託（その２）経費の支出について（10月1日～12月31日分）
1,339,200

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）タマネギ概算５０ｋｇ外６点購入（下半期）経費の支出について（１２月分）
524,642

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）オレンジ概算３２０ｋｇ外７点購入（下半期）経費の支出について（１２月分）
76,474

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）鶏肉概算７，０００ｋｇ外１点購入（下半期）経費の支出について（１２月分）
393,873

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）鶏卵概算９０ｋｇ外１点購入（下半期）経費の支出について（１２月分）
13,824

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）白菜概算６，５００ｋｇ外７点購入（下半期）経費の支出について（１２月分）
490,228

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）／天王寺動物公園事務所
3,534

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 動植物公園事業用　平成２６年度天王寺公園・動物園　券売機保守業務委託の支出について（12月分）
48,600

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 動物公園管理用　天王寺公園・天王寺動物園出改札及び来園者案内等業務委託　長期継続にかかる支出について（12月分）
3,177,360

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 動物園管理用　平成２６年度天王寺動物園内臨床検査業務委託の支出について（4月から12月まで）
809,460

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について（１２月分）／天王寺動物公園事務所
19,764

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）／天王寺動物公園事務所
45,006

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）／天王寺動物公園事務所
19,332

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）／天王寺動物公園事務所
1,340

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 役務費　通信運搬費 動植物公園管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける通信サービス料金（平成２６年１２月分）の支出について
5,130

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 動物園事業用　天王寺動物園内獣舎整備に向けた特別参与との打合せにかかる出張旅費の支出について
29,230

建設局 西南方面公園事務所 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　南港中央公園にかかる電気料金の支出について（平成２６年１１月分）
508,475

建設局 西南方面公園事務所 平成27年01月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について（11月分）／西南方面公園事務所
4,320

建設局 西南方面公園事務所 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について（１２月分）／西南方面公園事務所
11,280
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港湾局 財産活用担当 平成27年01月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 財産活用事務用　測量業務用トナーほか４点の購入にかかる経費の支出について
26,341

港湾局 財産活用担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用電気料金の支出について（１２月分）（財活－５４）
10,547

港湾局 財産活用担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用水道料金の支出について（１２月分）（財活－５８）
1,026

港湾局 財産活用担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用水道料金の支出について（１２月分）（財活－５８）
594

港湾局 財産活用担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 測量業務用　ＡＴＣ地下１階部分の賃貸借料の支出について（２月分）
1,091

港湾局 財産活用担当 平成27年01月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 財産活用担当事務用　市内出張旅費（平成２６年１２月分）の支出について
6,410

港湾局 財産活用担当 平成27年01月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 (財産活用事務用)平成26年度　測量業務システム(機器更新)長期借入にかかる支出について　第3四半期分
213,678

港湾局 財産活用担当 平成27年01月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 (財産活用事務用)平成24年度 請第1319号 測量業務システム(機器増設)長期借入にかかる経費の支出について　第10回中間払い(H26年10月～12月分)
62,630

港湾局 財産活用担当 平成27年01月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 (財産活用事務用)平成26年度　測量業務システム(機器更新)長期借入にかかる支出について　第3四半期分
175,932

港湾局 財産活用担当 平成27年01月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 財産活用事務用　測量業務(財産整理)システム機器借入にかかる経費の支出について　平成26年12月分(第9回)
4,876

港湾局 財産活用担当 平成27年01月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 (財産活用事務用)平成24年度 請第1319号 測量業務システム(機器増設)長期借入にかかる経費の支出について　第10回中間払い(H26年10月～12月分)
37,713

港湾局 財産活用担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 財産活用担当事務用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
8,476

港湾局 開発調整担当 平成27年01月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 土地鑑定意見書作成業務用　不動産鑑定意見書作成業務委託費の支出について
86,400

港湾局 開発調整担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費(12月分)の支出について
320

港湾局 開発調整担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費(12月分)の支出について
440

港湾局 開発調整担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　日本海事新聞の購入にかかる経費の支出について　第３四半期(平成26年10月～12月)分
11,745

港湾局 開発調整担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　讀賣新聞の購入にかかる経費の支出について　第３四半期（平成26年10～12月）分
6,055

港湾局 開発調整担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞の購入にかかる経費の支出について　第３四半期(平成26年10～12月)分
6,056

港湾局 開発調整担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞の購入にかかる経費の支出について　第３四半期（平成26年10～12月）分
6,055

港湾局 開発調整担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞ほか２点の購入にかかる経費の支出について　第３四半期（平成26年10～12月）分
19,901

港湾局 計画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 港湾調査用　港湾統計調査データ作成処理業務委託　長期継続に係る経費の支出について（１１月分）
1,166,400

港湾局 計画担当 平成27年01月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 戦略港湾担当業務用　「阪神インランドコンテナデポ（滋賀）」（日本通運株式会社）への出張旅費の支出について（１２／１２　滋賀県　野洲市）
6,240

港湾局 計画担当 平成27年01月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 計画担当業務用　国土交通省港湾局への出張旅費の支出について（１／１９　東京都千代田区）
28,840

港湾局 計画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 港湾調査用　港湾統計調査データ出力システムの運用保守業務委託　長期継続（平成２６年９月～１１月分）に係る経費の支出について
148,500

港湾局 計画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 港湾調査用　港湾統計調査データ作成処理業務委託　長期継続（平成２６年１２月分）に係る経費の支出について
1,166,400

港湾局 計画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 港湾調査用　港湾統計調査データ出力システム用機器長期借入（その２）（平成２６年１２月分）使用料の支出について
35,640

港湾局 計画担当 平成27年01月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　平成２６年度毎日新聞購入に係る経費の支出について（平成２６年１０月～平成２６年１２月分）
12,111

港湾局 計画担当 平成27年01月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 　事務参考用　平成２６年度朝日新聞ほか１点購入に係る経費の支出について（平成２６年１０月～平成２６年１２月分）
25,638

港湾局 計画担当 平成27年01月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　平成２６年度産経新聞の購入に係る経費の支出について（平成２６年１０月～平成２６年１２月分）
12,111

港湾局 計画担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 計画担当業務用　近接地出張旅費の支出について（平成２６年度１２月分）
28,100

港湾局 計画担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　平成２６年度読売新聞の購入経費の支出について（平成２６年１０月～平成２６年１２月分）
12,111

港湾局 保全監理担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 業務用　咲洲Ａ－１、Ａ－２岸壁耐震改良工事に伴う設計業務委託（その３）設計変更の支出について（完成払）
7,944,800

港湾局 保全監理担当 平成27年01月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 設計業務用　陽画焼付等（下半期）請負（単価契約）１１月分（設計）にかかる経費の支出について
7,776

港湾局 保全監理担当 平成27年01月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 請負工事用　請第３３２６号大阪第２港湾労働者福祉センター耐震改修工事に係る前払い金の支出について
6,860,000

港湾局 保全監理担当 平成27年01月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　新規工事費 工事用　平成26年度　請第5700号　大阪港内底質除去工事（福町堀その３）設計変更の支出について（完成払）
42,094,960

港湾局 保全監理担当 平成27年01月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　新規工事費 工事用　平成26年度　請第5700号　大阪港内底質除去工事（福町堀その３）設計変更の支出について（完成払）
2,373,040

港湾局 保全監理担当 平成27年01月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 保全監理担当(設計）用　市内出張旅費の支出について(12月分）
1,060

港湾局 保全監理担当 平成27年01月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 工事用　平成26年度　請第5030号　港区天保山岸壁係船柱改良工事に伴う設計業務委託にかかる前払金の支出について
2,330,000

港湾局 保全監理担当 平成27年01月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 委託料　委託料 防潮堤の耐震補強用　請第5079号　港区石田3丁目（A-17）他3断面堤防照査業務委託　前払金の支出について
6,480,000

港湾局 保全監理担当 平成27年01月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 橋梁補修用　平成26年度　請第7102号　南港大橋取付部補修工事の前払金の支出について
4,000,000

港湾局 保全監理担当 平成27年01月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 岸壁補修用 平成26年度 請第5200号 港区中央突堤北岸壁補修工事の前払金の支出について
16,320,000

港湾局 保全監理担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 岸壁補修用 請第5051号　港区中央突堤北岸壁補修工事に伴う設計業務委託（その２）に伴う支出について（完成払い）
3,746,000

港湾局 保全監理担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　新規工事費 建築工事用もと南港中継基地解体撤去工事の経費の支出について
11,386

港湾局 環境整備担当 平成27年01月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 環境整備担当業務用　郵便切手買入にかかる経費の支出について
44,840

港湾局 環境整備担当 平成27年01月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内等出張に伴う交通費（１２月分）の支出について
1,100

港湾局 設備担当 平成27年01月07日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 工事請負費　新規工事費 請第3556号　中央突堤臨港緑地屋外電源設置工事にかかる経費の支出について　電気工事用
410,400

港湾局 設備担当 平成27年01月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 ４７Ｃ－２６　機械担当業務用　地下鉄回数券買入にかかる経費の支出について
9,000

港湾局 設備担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　ＦＲＰ船底塗料ほか１０点買入にかかる経費の支出について
10,098
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港湾局 設備担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　ＦＲＰ船底塗料ほか１０点買入にかかる経費の支出について
115,128

港湾局 設備担当 平成27年01月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　ＦＲＰ船底塗料ほか１０点買入にかかる経費の支出について
100,548

港湾局 設備担当 平成27年01月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ＦＲＰ船底塗料ほか１０点買入にかかる経費の支出について
54,464

港湾局 設備担当 平成27年01月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　平行キー用加工材ほか３８点買入れにかかる経費の支出について
140,955

港湾局 設備担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　伸縮アームシリンダーロット　ほか３点買入れに係る経費の支出について
270,000

港湾局 設備担当 平成27年01月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　複合型ガス検知器ほか２点の買入にかかる経費の支出について（直営電気-17)
55,728

港湾局 設備担当 平成27年01月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 備品購入費　機械器具費 直営工事用　複合型ガス検知器ほか２点の買入にかかる経費の支出について（直営電気-17)
106,920

港湾局 設備担当 平成27年01月15日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 陽画焼付等（下半期）請負（単価契約）11月分〔電気担当〕の支出について　電気設備設計用
3,802

港湾局 設備担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　船車修繕料 自動車維持管理用　普通貨物自動車（100す3093） 法定点検追加修繕にかかる経費の支出について
2,916

港湾局 設備担当 平成27年01月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　新規工事費 電気設備用　請第３６５４号　もと南港中継基地屋外電気設備撤去工事の施行及び経費の支出について（工事前払金）
7,770

港湾局 設備担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　塩化ゴム系塗料ほか１１点買入にかかる経費の支出について
374,868

港湾局 設備担当 平成27年01月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 (設電-2)近接地等出張交通経費の支出について(近接地等出張用 平成26年12月分)
6,820

港湾局 設備担当 平成27年01月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　建物修繕料 ４７Ｅ－１０　南港ＡＴＣ１０階港湾局事務所空調機修繕の経費の支出について（庁舎管理用）
56,707

港湾局 設備担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 直営施工用　クラッチケース（第１清丸）修繕　に係る経費の支出について
348,840

港湾局 設備担当 平成27年01月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 庁舎管理用　請第３０００号　平成26年度鶴町基地内事務所清掃業務委託の経費の支出について（12月分）
208,010

港湾局 設備担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　染色探傷剤スプレーほか２点買入にかかる経費の支出について
6,755

港湾局 設備担当 平成27年01月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　染色探傷剤スプレーほか２点買入にかかる経費の支出について
6,755

港湾局 設備担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　手数料 ４７Ｃ－２９　船舶維持管理用　船舶検査手数料（第２松丸）にかかる経費の支出について
29,500

港湾局 設備担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　手数料 ４７Ｃ－３０　船舶維持管理用　船舶検査手数料（真清水丸）にかかる経費の支出について
28,000

港湾局 設備担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　潤滑油ほか１点買入にかかる経費の支出について
33,696

港湾局 設備担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　交流電流計ほか５点買入にかかる経費の支出について
7,992

港湾局 設備担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　交流電流計ほか５点買入にかかる経費の支出について
69,876

港湾局 設備担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　潤滑油ほか１点買入にかかる経費の支出について
16,848

港湾局 設備担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　シールリングセットほか６点買入にかかる経費の支出について
488,916

港湾局 設備担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　潤滑油ほか１点買入にかかる経費の支出について
8,424

港湾局 設備担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　潤滑油ほか１点買入にかかる経費の支出について
74,520

港湾局 設備担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　交流電流計ほか５点買入にかかる経費の支出について
106,272

港湾局 設備担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 電気設備維持管理用　請第3470号　電球及び安定器等買入(単価契約)にかかる経費の支出について(第5回分)
302,443

港湾局 設備担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 (電事-1)ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ(港湾局)買入にかかる経費の支出について(単価契約12月分　鶴町電気事務所管理用)
11,991

港湾局 設備担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　建物修繕料 ４７Ｅ－１２　２突基地施設管理事務所給水ポンプユニット緊急修繕の支出について（庁舎管理用）
116,233

港湾局 施設管理担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 臨港道路維持管理用　道路施設専用回線使用料（１２月分）（Ｈ26.11.1～Ｈ26.11.30）の支出について
76,545

港湾局 施設管理担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 緑地維持管理用　咲洲運河（ポンプ場及び緊急電話）電話料金（１１月分）の支出について
5,406

港湾局 施設管理担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 臨港道路維持管理用　夢舞大橋専用回線使用料（１２月分）（Ｈ26.11.1～Ｈ26.11.30）の支出について
8,164

港湾局 施設管理担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 天然ガス（１１月分）の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
19,054

港湾局 施設管理担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 臨港道路維持管理用　道路管理システム用光ケーブル回線使用料（Ｈ26.11.1～Ｈ26.11.30）の支出について
5,367

港湾局 施設管理担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 建設機械借入（車両関係）（１１月分）の実施にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
90,742

港湾局 施設管理担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 アスファルト混合物（１１月分）の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
18,576

港湾局 施設管理担当 平成27年01月07日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　ポートタウン緑地等電気料金（臨時電灯）（１２月分）の支出について
1,944

港湾局 施設管理担当 平成27年01月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 軽油（１１月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用）
7,462

港湾局 施設管理担当 平成27年01月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 軽油（１１月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用）
141,771

港湾局 施設管理担当 平成27年01月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 暖房用ボイラー点検業務委託の実施にかかる経費の支出について（事務所等管理用）
39,960

港湾局 施設管理担当 平成27年01月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 軽油（１１月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用）
44,769

港湾局 施設管理担当 平成27年01月08日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設電気料金（１２月分）の支出について
1,140,240

港湾局 施設管理担当 平成27年01月08日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　コスモスクエア海浜緑地等電気料金（１２月分）の支出について
689,430

港湾局 施設管理担当 平成27年01月08日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 負担金、補助及交付金　分担金 緑地維持管理用　舞洲緑地（第２電気室）にかかる電気使用料相当額分担金の支出について（平成26年11月分）
465,870

港湾局 施設管理担当 平成27年01月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 ペデストリアンデッキ・歩道橋等維持管理用　ぺデストリアンデッキ電気料金１２月分の支出について
1,004,705

港湾局 施設管理担当 平成27年01月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 請第９２００号　平成２６年度港湾局所管道路補修にかかる警備業務委託（設計変更）の実施にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
1,297,080

港湾局 施設管理担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　ポートタウン緑地等電気料金（１２月分）の支出について
895,658
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港湾局 施設管理担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成26年度分　大阪港咲洲トンネル全日無料に伴う通行回数券の払戻しに関する支出事務委託経費（1月分）の支出について　トンネル維持管理用
7,000,000

港湾局 施設管理担当 平成27年01月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 低圧及び高圧・特別高圧電気取扱者労働安全衛生特別教育講習の受講にかかる経費の支出について（施設管理担当用）
228,800

港湾局 施設管理担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営工事用　鋼板－１ほか１点買入にかかる経費の支出について
399,600

港湾局 施設管理担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営工事用　単管パイプほか2点買入にかかる経費の支出について
347,544

港湾局 施設管理担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 原材料費　工事材料費 直営工事用　杉丸太－１ほか１点買入にかかる経費の支出について
179,280

港湾局 施設管理担当 平成27年01月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 施設ー車　タイヤゲージ＆チャックほか２点の経費の支出について（自動車等修繕用）
34,992

港湾局 施設管理担当 平成27年01月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 施設ー車　普通特種タイヤ交換（その２）の実施にかかる経費の支出について（自動車等修繕用）
199,584

港湾局 施設管理担当 平成27年01月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 近接地出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）　緑地維持管理用
2,640

港湾局 施設管理担当 平成27年01月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０５－３号　視線誘導標ほか１点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
381,024

港湾局 施設管理担当 平成27年01月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営工事用　白灯油買入にかかる経費の支出について
21,168

港湾局 施設管理担当 平成27年01月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 請６０６５号　緑地管理事務所清掃業務委託（１０・１１月分）の支出について（事務所等管理用）
140,000

港湾局 施設管理担当 平成27年01月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 貯水槽清掃業務委託の実施にかかる経費の支出について（事務所等管理用）
118,800

港湾局 施設管理担当 平成27年01月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直９０５-１号　特殊常温合材ほか１点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
162,540

港湾局 施設管理担当 平成27年01月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 直営工事用　普通特種・小型貨物・軽貨物自動車故障修繕の経費の支出について(なにわ800さ4056他２台)
216,291

港湾局 施設管理担当 平成27年01月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 直営工事用　普通貨物自動車追加修繕経費の支出について（なにわ100す3445）
1,080

港湾局 施設管理担当 平成27年01月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　負担金 夢舞大橋維持管理用　平成２６年度分電波利用料の支出について（その２）
1,200

港湾局 施設管理担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設上下水道料金（１２月分）の支出について
4,288

港湾局 施設管理担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設電気料金（１２月分）の支出について
8,145,484

港湾局 施設管理担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（12月分）の支出について
885,136

港湾局 施設管理担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・緑道、新夕陽ヶ丘、在来緑地等電気料金（１２月分）の支出について
857,069

港湾局 施設管理担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設上下水道料金（１２月分）の支出について
17,588

港湾局 施設管理担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（12月分）の支出について
3,056,926

港湾局 施設管理担当 平成27年01月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 夢舞大橋維持管理用　夢舞大橋電気料金（１２月分）の支出について
749,809

港湾局 施設管理担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・緑道等下水道料金（１２月分）の支出について
157,141

港湾局 施設管理担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　船車賃借料 職員輸送用　請６３０１号　職員輸送車借入の経費の支出について　１２月分
37,044

港湾局 施設管理担当 平成27年01月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 平成２６年度施設管理担当（緑地管理）建設機械(油圧ｼｮﾍﾞﾙ)法定点検整備業務委託の支出について　緑地維持管理用　１２月分
21,600

港湾局 施設管理担当 平成27年01月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 臨港道路維持管理用　請９６３２号　道路管理システム用パソコン等機器一式長期借入経費（12月分）の支出について
16,740

港湾局 施設管理担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営工事用　杉テープほか１点買入にかかる経費の支出について
63,720

港湾局 施設管理担当 平成27年01月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 ＬＰガス使用料（１２月分）の支出について（事務所等管理用）
232,035

港湾局 施設管理担当 平成27年01月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 直営工事用　タイヤ補修（４ｔダンプ）にかかる経費の支出について
102,384

港湾局 施設管理担当 平成27年01月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 請第9605号　軽貨物自動車長期継続借入金の支出について（１２月分）　臨港道路維持管理用
76,542

港湾局 施設管理担当 平成27年01月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 施設ー車　施設管理担当建設機械緊急修繕（その１）の実施にかかる経費の支出について（自動車等修繕用）
96,228

港湾局 施設管理担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 報償費　報償金 咲洲トンネル維持管理用　代行臨港道路（大阪港咲洲トンネル）指定管理予定者選定委員会開催（第2回）にかかる報償金の支出について
51,235

港湾局 施設管理担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 請第9608号　平成26年度咲洲及び舞洲域内等警備業務委託（１２月分）の経費の支出について（道路維持管理用）
80,000

港湾局 施設管理担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 請第9608号　平成26年度咲洲及び舞洲域内等警備業務委託（１２月分）の経費の支出について（道路維持管理用）
820,000

港湾局 施設管理担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 請第9608号　平成26年度咲洲及び舞洲域内等警備業務委託（１２月分）の経費の支出について（道路維持管理用）
3,960,000

港湾局 施設管理担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 請第9608号　平成26年度咲洲及び舞洲域内等警備業務委託（１２月分）の経費の支出について（道路維持管理用）
140,000

港湾局 振興担当 平成27年01月08日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 港湾労働者施設管理用　南港コンテナふ頭トイレ外８か所清掃業務委託経費の支出について（11月分）
55,002

港湾局 振興担当 平成27年01月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 委託料　委託料 港湾労働者施設管理用　南港コンテナふ頭トイレ外８か所清掃業務委託経費の支出について（11月分）
4,584

港湾局 振興担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 夢洲港湾労働者福利厚生施設用　平成26年度夢洲港湾労働者福利厚生施設用地にかかる土地賃貸料相当額の支出について
1,500,000

港湾局 振興担当 平成27年01月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 ポートセールス用　船社及び港運事業者等に対する大阪港利用促進活動にともなう東京出張旅費の支出について　振－１７
29,290

港湾局 振興担当 平成27年01月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 ポートセールス用　船社及び港運事業者等に対する大阪港利用促進活動にともなう東京出張旅費の支出について　振－１９
39,130

港湾局 振興担当 平成27年01月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 ポートセールス用　船社・港運事業者等に対する大阪港利用促進活動にともなう東京出張旅費の支出について　振－１８
59,000

港湾局 振興担当 平成27年01月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 ポートセールス用　船社及び港運事業者等に対する大阪港利用促進活動にともなう東京出張旅費の支出について　振－２０
29,500

港湾局 振興担当 平成27年01月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 クルーズ客船の誘致受入業務用　客船誘致活動に伴う沖縄出張旅費の支出について（平成26年12月10日～11日）（振－１６）
59,860

港湾局 振興担当 平成27年01月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 近接地出張旅費（9月・10月分）の支出について（職員出張用）
1,340

港湾局 振興担当 平成27年01月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 近接地出張旅費（9月・10月分）の支出について（職員出張用）
4,720

港湾局 振興担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 港湾労働者施設管理用　平成26年度港湾労働者休憩所業務代行料の経費の支出について（第４四半期分）
552,360
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港湾局 振興担当 平成27年01月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 需用費　消耗品費 初入港船歓迎記念品用　記念楯用陶板買入に係る経費の支出について
1,185,840

港湾局 振興担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 近接地出張旅費（11月分）の支出について（職員出張用）
1,740

港湾局 振興担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 ポートセールス用　船社・港運事業者等に対する大阪港利用促進活動にともなう東京出張旅費の支出について　振－２１
81,940

港湾局 振興担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 近接地出張旅費（11月分）の支出について（職員出張用）
760

港湾局 振興担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 近接地出張旅費（11月分）の支出について（職員出張用）
7,060

港湾局 振興担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　特別旅費 クルーズ客船の誘致・受入業務用　香港でのセールスに伴う海外出張旅費の支出について（平成26年11月19日～11月22日　振（海外）３）
245,900

港湾局 振興担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　広告料 ポートセールス用　海運専門誌（日本海事新聞「2015年新年特集号」）への広告掲載業務委託に係る経費の支出について
64,800

港湾局 工務担当 平成27年01月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システムネットワーク回線使用料(平成26年11月分)の支出について（港湾業務情報システム用）
435,780

港湾局 工務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 観測システム用　平成２６年度　気象・海象観測通信機器設置契約の更新及び同賃料の支出について（2月分）
3,938

港湾局 工務担当 平成27年01月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　請第1077号　港湾業務情報システム用パソコン等機器一式　長期借入（12月分）の経費の支出について
133,272

港湾局 工務担当 平成27年01月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　備品修繕料 気象海象観測用　国際フェリーターミナル風向風速計記録器修繕の施工及び同経費の支出について
194,866

港湾局 防災保安担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 防災施設維持管理用　防災施設専用通信回線料の支出について（平成２６年１１月分）
14,320

港湾局 防災保安担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 携帯電話料金（ＮＴＴドコモ）の支出について（１１月分）　保安対策用
805

港湾局 防災保安担当 平成27年01月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 施設管理用　請第１８００号　平成２６年度第二突堤基地警備業務委託料の支出について（２６年１１月分）
443,152

港湾局 防災保安担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 防災施設維持管理用　常吉ポンプ場稼働状況通信回線料の支出について（平成２６年１２月分）
2,703

港湾局 防災保安担当 平成27年01月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　軽特種自動車（なにわ８８０あ１２０４）故障修繕にかかる経費の支出について
45,748

港湾局 防災保安担当 平成27年01月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 防災保安用　地下鉄回数カード買入にかかる経費の支出について
15,000

港湾局 防災保安担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 防災施設管理用　大阪港防潮扉集中監視装置用インターネット回線料の支出について（平成２６年１１月分）
33,912

港湾局 防災保安担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 防災施設管理用　大阪港防潮扉集中監視装置用ＭＣＡ無線利用料の支出について（平成２７年１月分）
306,504

港湾局 防災保安担当 平成27年01月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 請第９６９２号　大阪港ポートセキュリティカード発行機長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）　保安対策用
52,342

港湾局 防災保安担当 平成27年01月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 施設管理用　刈払機用肩掛バンドほか１１点の買入にかかる経費の支出について
48,503

港湾局 防災保安担当 平成27年01月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 施設管理用　刈払機用肩掛バンドほか１１点の買入にかかる経費の支出について
35,240

港湾局 防災保安担当 平成27年01月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 請第９６８９号　軽貨物自動車の借入にかかる経費の支出について（１２月分）　保安対策用
23,004

港湾局 防災保安担当 平成27年01月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 施設管理用　請第１８００号　平成２６年度第二突堤基地警備業務委託料の支出について（平成２６年１２月分）
461,240

港湾局 防災保安担当 平成27年01月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 防災保安巡視用　請１８０４号　防災保安用軽自動車長期借入にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
64,800

港湾局 防災保安担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 防災施設管理用　殺虫剤１ほか３点の買入にかかる経費の支出について
97,459

港湾局 防災保安担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 保安対策用　請第９６８０号　重要国際埠頭施設警備業務委託の委託料の支出について（１２月分）
22,863,600

港湾局 海務担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成26年11月分）の支出について　維－４
8,435

港湾局 海務担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成26年11月分）の支出について　維－５
374

港湾局 海務担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 携帯電話使用料の支出について（１１月分）埠頭現場連絡用
146

港湾局 海務担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託設計変更の実施及び同経費の支出について（平成26年11月分）
3,038,832

港湾局 海務担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託設計変更の実施及び同経費の支出について（平成26年11月分）
2,110,301

港湾局 海務担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託設計変更の実施及び同経費の支出について（平成26年11月分）
10,720,325

港湾局 海務担当 平成27年01月06日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 港内清掃事業用　請第1511号　平成26年度大阪港内清掃作業業務委託の経費の支出について（平成26年11月分）
2,158,000

港湾局 海務担当 平成27年01月08日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　船車修繕料 立会業務用　海務担当（海務）普通自動車12ヶ月定期点検整備業務委託の実施及び同経費の支出について
12,225

港湾局 海務担当 平成27年01月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システム用　インターネット回線使用料（平成26年11月分）の支出について
25,056

港湾局 海務担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 事務作業用スティックのりほか６点の買入経費の支出について
334

港湾局 海務担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料金の支出について（平成26年12月請求分）　維－1
26,303

港湾局 海務担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 負担金、補助及交付金　負担金 巡視業務用　電波利用料の支出について（船舶局１局）
600

港湾局 海務担当 平成27年01月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　移動式クレーン定期自主検査安全教育ほか１件受講経費の支出について
5,657

港湾局 海務担当 平成27年01月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 海務担当（海務）業務用　地下鉄回数カードの買入にかかる経費の支出について
30,000

港湾局 海務担当 平成27年01月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 直営業務用　移動式クレーン定期自主検査安全教育ほか１件受講経費の支出について
17,400

港湾局 海務担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 給水事業、渡船事業及び巡視業務用　洗濯用洗剤ほか２点の買入にかかる経費の支出について
19,958

港湾局 海務担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 給水事業、渡船事業及び巡視業務用　洗濯用洗剤ほか２点の買入にかかる経費の支出について
9,590

港湾局 海務担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 立会業務用　タイヤの買入にかかる経費の支出について
12,744

港湾局 海務担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 給水事業、渡船事業及び巡視業務用　防護服の買入にかかる経費の支出について
15,984

港湾局 海務担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 給水事業、渡船事業及び巡視業務用　防護服の買入にかかる経費の支出について
15,984

港湾局 海務担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 給水事業、渡船事業及び巡視業務用　洗濯用洗剤ほか２点の買入にかかる経費の支出について
51,365



平成26年度（平成27年01月）　公金支出情報

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

港湾局 海務担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 給水事業、渡船事業及び巡視業務用　防護服の買入にかかる経費の支出について
7,992

港湾局 海務担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用　プロパンガス使用料の支出について（12月分）
8,987

港湾局 海務担当 平成27年01月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機等長期借入の支出について（平成26年11月分）
145,885

港湾局 海務担当 平成27年01月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機等長期借入の支出について（平成26年11月分）
15,381

港湾局 海務担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成26年12月分）の支出について　維－２
3,415

港湾局 海務担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 給水事業用　船舶給水用自動販売機の給水量設定変更業務委託にかかる経費の支出について
129,600

港湾局 海務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 （給水事業用、渡船事業用、巡視業務用）水道使用料の支出について（12月分）
2,380

港湾局 海務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 （給水事業用、渡船事業用、巡視業務用）水道使用料の支出について（12月分）
2,052

港湾局 海務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 給水事業用、巡視業務用及び総務担当施設管理用　電気使用料の支出について（１２月分）
15,569

港湾局 海務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成26年12月分）の支出について（維－３）
10,313

港湾局 海務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 給水事業用、巡視業務用及び総務担当施設管理用　電気使用料の支出について（１２月分）
73,327

港湾局 海務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 原材料費　船舶給水料 （給水事業用、渡船事業用、巡視業務用）水道使用料の支出について（12月分）
534,154

港湾局 海務担当 平成27年01月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 給水事業用、巡視業務用及び総務担当施設管理用　電気使用料の支出について（１２月分）
2,782

港湾局 海務担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　手数料 給水事業用　水質試験料（１２月３日実施、真清水丸）にかかる経費の支出について
28,782

港湾局 海務担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 給水事業用　潤滑油買入にかかる経費の支出について
25,920

港湾局 海務担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用及び巡視業務用　免税軽油の買入にかかる経費の支出について（12月分）
181,440

港湾局 海務担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用及び巡視業務用　免税軽油の買入にかかる経費の支出について（12月分）
79,380

港湾局 海務担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託設計変更の実施及び同経費の支出について（平成26年12月分）
3,038,832

港湾局 海務担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 港内清掃事業用　請第1511号　平成26年度大阪港内清掃作業業務委託の経費の支出について（平成26年12月分）
2,158,000

港湾局 海務担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託設計変更の実施及び同経費の支出について（平成26年12月分）
2,110,301

港湾局 海務担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（１２月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
123,552

港湾局 海務担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（１２月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
108,108

港湾局 海務担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　Ａ重油（１２月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
117,936

港湾局 海務担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（１２月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
231,660

港湾局 海務担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（１２月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
30,888

港湾局 海務担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（１２月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
15,444

港湾局 海務担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（１２月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
15,444

港湾局 海務担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（１２月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
108,108

港湾局 海務担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（１２月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
169,884

港湾局 海務担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　Ａ重油（１２月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
353,808

港湾局 海務担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 施設管理用　請９３０３号　平成26年度鶴町基地警備業務委託の経費の支出について（制限付一般競争入札）（１２月分）
542,636

港湾局 海務担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 請第９３１１号　水深選択ソフト用パソコン等機器一式　長期借入（１２月分）経費の支出について
14,070

港湾局 海務担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営工事用　請９３０１号　軽貨物自動車長期継続借入（１２月分）の経費の支出について
23,652

港湾局 海務担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 直営業務用　Ａ重油（１２月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
254,016

港湾局 海務担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（１２月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
432,432

港湾局 海務担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 需用費　光熱水費 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎51階機器室電気料金（平成26年11月分）の支出について
20,159

港湾局 海務担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託設計変更の実施及び同経費の支出について（平成26年12月分）
10,720,325

港湾局 海務担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎における府有財産設置契約（44階事務室）経費の支出について（平成27年2月分）
168,542

港湾局 海務担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎における府有財産施設設置契約経費の支出について（平成27年2月分）
184,248

港湾局 総務担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成26年11月利用分・ＡＴＣ庁舎）　庁舎維持管理用
159,406

港湾局 総務担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成26年11月利用分・緑地管理事務所）庁舎維持管理用
20,068

港湾局 総務担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成26年11月利用分・電気事務所）庁舎維持管理用
25,824

港湾局 総務担当 平成27年01月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 総務事務用　地下鉄回数券の購入にかかる経費の支出について
60,000

港湾局 総務担当 平成27年01月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　筆耕翻訳料 普及宣伝用　広報冊子「Port of Osaka 2014/2015」初稿校正原稿の翻訳業務委託にかかる経費の支出について
9,027

港湾局 総務担当 平成27年01月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内出張にかかる交通費の支出について（平成26年11月分）
1,200

港湾局 総務担当 平成27年01月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 需用費　印刷製本費 普及宣伝用　広報冊子「Ｐｏｒｔ　ｏｆ　Ｏｓａｋａ　２０１４／２０１５」編集・印刷にかかる経費の支出について
808,920

港湾局 総務担当 平成27年01月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　オーバードアローラーヒンジほか３点買入経費の支出について
15,628

港湾局 総務担当 平成27年01月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 総務事務用ダブルクリップ外19点買入経費の支出について
12,800
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港湾局 総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 庁舎維持管理用　港湾局ＡＴＣ庁舎賃料及び共益費の支出について（平成27年2月分）
192,423

港湾局 総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 平成26年12月分　公舎電気使用料の支出について（庁舎維持管理用）
19,983

港湾局 総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　ＡＴＣ駐車場使用料の支出について（平成27年2月分）
220,527

港湾局 総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 庁舎維持管理用　港湾局ＡＴＣ庁舎賃料及び共益費の支出について（平成27年2月分）
15,789,140

港湾局 総務担当 平成27年01月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　市町村事務提要（行政・人事編）追録の購入について（平成26年度第3四半期分）
27,080

港湾局 総務担当 平成27年01月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞等の購入にかかる経費の支出について　平成２６年１０月～平成２６年１２月分（第３四半期分）
25,638

港湾局 総務担当 平成27年01月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞の購入にかかる経費の支出について　平成２６年１０月～平成２６年１２月分（第３四半期分）
12,111

港湾局 総務担当 平成27年01月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞の購入にかかる経費の支出について　平成２６年１０月～平成２６年１２月分（第３四半期分）
12,111

港湾局 総務担当 平成27年01月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞の購入にかかる経費の支出について　平成２６年１０月～平成２６年１２月分（第３四半期分）
12,111

港湾局 総務担当 平成27年01月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　大阪日日新聞の購入にかかる経費の支出について　平成２６年１０月～平成２６年１２月分（第３四半期分）
6,150

港湾局 総務担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　港湾局ＡＴＣ庁舎清掃業務委託に係る経費の支出について（平成26年12月分）
237,276

港湾局 総務担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報用　庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成26年12月分）【平成24年度契約分】
53,141

港湾局 総務担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報用　庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成26年12月分）【平成23年度契約分】
422,752

港湾局 総務担当 平成27年01月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 電話機リース料の支出について（海上保全事務所・平成26年12月分）　庁舎維持管理用
8,421

港湾局 総務担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 港湾局庁舎（ＡＴＣ）にかかる光熱費の支出について（平成26年12月分）　庁舎維持管理用
254,756

港湾局 総務担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 港湾局庁舎（ＡＴＣ）にかかる光熱費の支出について（平成26年12月分）　庁舎維持管理用
655,559

港湾局 総務担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　備品修繕料 庁内情報システム用パソコン修繕（その２）にかかる経費の支出について
104,030

港湾局 総務担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用　回線使用料の支出について（平成26年12月分）
22,797

港湾局 総務担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 職員安全衛生用ヘルメット買入経費の支出について
12,852

港湾局 総務担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 職員安全衛生用作業用手袋外２点買入経費の支出について
280,719

港湾局 総務担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 港湾局事務用ファクシミリ長期借入にかかる経費の支出について（平成26年12月分）
43,260

港湾局 総務担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 国際交流用　出張にかかる交通費の支出について（１２月分）
540

港湾局 経営監理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
4,115

港湾局 経営監理担当 平成27年01月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
5,000

港湾局 経営監理担当 平成27年01月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
2,036

港湾局 経営監理担当 平成27年01月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
2,240

港湾局 経営監理担当 平成27年01月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
6,804

港湾局 経営監理担当 平成27年01月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
1,382

港湾局 経営監理担当 平成27年01月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
3,667

港湾局 経営監理担当 平成27年01月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
6,998

港湾局 経営監理担当 平成27年01月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
8,400

港湾局 経営監理担当 平成27年01月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
9,650

港湾局 経営監理担当 平成27年01月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
1,241

港湾局 経営監理担当 平成27年01月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
480

港湾局 経営監理担当 平成27年01月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
656

港湾局 経営監理担当 平成27年01月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
1,040

港湾局 経営監理担当 平成27年01月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
3,804

港湾局 経営監理担当 平成27年01月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
4,730

港湾局 経営監理担当 平成27年01月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
6,265

港湾局 経営監理担当 平成27年01月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内出張に伴う交通費（１２月分）の支出について
5,340

港湾局 経営監理担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１１月分）の買入にかかる経費の支出について
14,144

港湾局 経営監理担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１１月分）の買入にかかる経費の支出について
63,785

港湾局 経営監理担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１１月分）の買入にかかる経費の支出について
8,853

港湾局 経営監理担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１１月分）の買入にかかる経費の支出について
127,589

港湾局 経営監理担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１１月分）の買入にかかる経費の支出について
32,402

港湾局 経営監理担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１１月分）の買入にかかる経費の支出について
23,173

港湾局 経営監理担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１１月分）の買入にかかる経費の支出について
558

港湾局 経営監理担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１１月分）の買入にかかる経費の支出について
24,198
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港湾局 経営監理担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１１月分）の買入にかかる経費の支出について
34,753

港湾局 経営監理担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１１月分）の買入にかかる経費の支出について
8,333

港湾局 経営監理担当 平成27年01月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１１月分）の買入にかかる経費の支出について
12,361

港湾局 経営監理担当 平成27年01月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１１月分）の買入にかかる経費の支出について
11,943

港湾局 経営監理担当 平成27年01月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１１月分）の買入にかかる経費の支出について
4,871

港湾局 経営監理担当 平成27年01月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１１月分）の買入にかかる経費の支出について
17,936

港湾局 経営監理担当 平成27年01月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１１月分）の買入にかかる経費の支出について
3,213

港湾局 経営監理担当 平成27年01月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１１月分）の買入にかかる経費の支出について
125,230

港湾局 経営監理担当 平成27年01月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１１月分）の買入にかかる経費の支出について
44,314

港湾局 経営監理担当 平成27年01月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１１月分）の買入にかかる経費の支出について
167,180

港湾局 経営監理担当 平成27年01月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１１月分）の買入にかかる経費の支出について
13,223

港湾局 経営監理担当 平成27年01月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１１月分）の買入にかかる経費の支出について
6,152

港湾局 経営監理担当 平成27年01月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１１月分）の買入にかかる経費の支出について
17,851

港湾局 経営監理担当 平成27年01月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１１月分）の買入にかかる経費の支出について
6,022

港湾局 経営監理担当 平成27年01月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１１月分）の買入にかかる経費の支出について
6,296

港湾局 経営監理担当 平成27年01月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１１月分）の買入にかかる経費の支出について
5,123

港湾局 経営監理担当 平成27年01月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１１月分）の買入にかかる経費の支出について
4,890

港湾局 経営監理担当 平成27年01月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１１月分）の買入にかかる経費の支出について
12,304

港湾局 経営監理担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内出張に伴う交通費（１２月分）の支出について
360

港湾局 監理調整担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用電気代（高圧）の支出について（１１月分）
95,414

港湾局 監理調整担当 平成27年01月08日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 野鳥園臨港緑地用電気代の支出について（12月分）
35,187

港湾局 監理調整担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 もと大阪南港魚つり園用電気代の支出について（12月分）
3,023

港湾局 監理調整担当 平成27年01月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 出張旅費の支出について(１１月分市内出張旅費）事務連絡用
2,760

港湾局 監理調整担当 平成27年01月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 近接地出張交通費の支出について　11月分　港湾管理一元化関係業務用
8,379

港湾局 監理調整担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 報償費　報償金 野鳥園臨港緑地用　アドバイザリーボード委員報酬の支出について
19,145

港湾局 監理調整担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 報償費　報償金 野鳥園臨港緑地用　第２回事業者選定委員会委員報酬の支出について
19,265

港湾局 監理調整担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用１２月分水道代の支出について
20,934

港湾局 監理調整担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 野鳥園臨港緑地用１２月分水道代の支出について
4,682

港湾局 監理調整担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用１２月分水道代の支出について
41,295

港湾局 監理調整担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 野鳥園臨港緑地用１２月分水道代の支出について
2,927

港湾局 監理調整担当 平成27年01月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 近接地出張交通費の支出について　12月分　港湾管理一元化関係業務用
10,691

港湾局 監理調整担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 野鳥園臨港緑地用展望塔機械警備業務委託経費の支出について（第３四半期分）
32,400

港湾局 監理調整担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 南港魚つり園護岸用管理棟機械警備業務委託経費の支出について（第３四半期）
29,160

港湾局 監理調整担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 報償費　報償金 野鳥園臨港緑地用　アドバイザリーボード委員報酬の支出について
16,565

港湾局 監理調整担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 報償費　報償金 野鳥園臨港緑地用　アドバイザリーボード委員報酬の支出について
16,845

港湾局 監理調整担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 もと大阪南港魚つり園用運営業務委託料の支出について（第３四半期分）
1,652,670

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
7,606

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
38,066

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
3,164

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（12月請求分）の支出について
2,730

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
238

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
5,527

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
2,704

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
4,252

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
32,132

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
5,620

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
2,601

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
2,603
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会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
2,660

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
17,122

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
5,700

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
3,110

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
7,173

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
937

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
766

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
30,312

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
4,557

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
55,099

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
3,707

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
3,115

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
2,193,010

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
760,379

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
1,622

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
9,202

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（12月請求分）の支出について
3,459

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
541

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（11月分）の支出について
10,328

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（12月請求分）の支出について
2,633

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
412,592

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
5,057

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
2,660

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
68,756

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
22,126

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
3,196

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
567

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
14,640

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
4,759

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
3,703

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
55,737

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
66,476

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
51,418

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
14,733

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
14,262

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
3,590

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
2,621

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
3,143

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
7,199

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
3,397

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
1,916,258

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
871,180

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
746

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
5,851

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
515

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
679,661

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
1,880,121
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会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
995

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
1,000

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
739,673

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
1,220

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
2,440

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
896,091

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
377

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
2,440

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
2,317

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
1,020,349

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
18,553

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
1,366,485

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
579,831

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
2,687

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
1,830

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
931

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
930,502

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
1,206,624

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
179,513

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
1,219,893

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
48,845

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
17,859

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
5,450

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
32,202

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
24,471

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
6,727

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
11,150

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
11,344

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
4,880

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
2,285

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
11,396

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
6,220

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
18,061

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
155,605

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
32,110

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
1,875

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
4,595

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
228,066

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
250,132

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
1,324

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
1,519

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
1,689

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
7,372

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
2,951

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
4,193

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
807

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
909

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
1,146
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会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
2,338

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
1,725

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
641

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
1,254

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
2,781

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
188,130

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
14,397

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
5,970

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
1,921

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
8,116

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
814

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
702

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
3,903

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
18,724

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（11月分）の支出について
7,140

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（11月分）の支出について
21,420

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（11月分）の支出について
7,140

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（11月分）の支出について
80,460

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
6,594

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
4,787

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
3,707

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
615

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
23,895

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（11月分）の支出について
14,280

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
28,245

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
8,393

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
18,705

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
5,274

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
8,519

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
65,181

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（11月分）の支出について
10,171

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
279,019

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
624

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（11月分）の支出について
20,526

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
44,260

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
88,399

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
1,519

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
219,277

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
2,917

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
7,673

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
8,235

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
9,756

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（12月請求分）の支出について
7,598
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会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
23,026

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
560,126

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
1,549,095

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
45,507

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
746

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
3,275

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
6,469

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
24,719

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
72,344

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
996,522

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
4,502,981

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
119,815

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（12月請求分）の支出について
2,703

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
937

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
723

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（11月分）の支出について
112,958

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
281,475

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
3,797

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
2,627

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（11月分）の支出について
31,456

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
3,135

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
3,707

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
5,957

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
13,368

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
1,900

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
13,072

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
6,645

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
54,344

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
14,051

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
13,661

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（11月分）の支出について
10,328

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
6,946

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
14,655

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
14,313

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
18,946

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
2,275,496

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
90,806

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
85,830

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
815

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
15,587

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
7,456,042

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
495,850

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
309,531

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
3,062,206

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
1,763

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
698,108
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所属名称 課名称 支払日 会計名称 款名称 項名称 目名称 節・細節名称 支払内容 支払額（円）

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
36,167

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（11月分）の支出について
10,263

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
28,768

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
101,302

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
1,070

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
4,650

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
333,028

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
5,190

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（11月分）の支出について
10,328

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
18,930

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
1,555

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
155,392

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
745

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
2,616

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
254,654

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
2,661

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
504,392

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
712,316

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
782,080

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
626,538

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
13,737

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
738,743

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
238,368

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
5,183,604

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
6,819

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
14,814

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
617,597

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
845,894

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
4,256,132

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
11,479,306

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
20,970

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
106,626

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
562,213

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
574,677

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
595,409

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
1,121,604

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
195,001

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
643,069

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
1,220

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
560,658

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
569,450

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
674,044

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
11,725

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
928,442

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
2,677

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
1,377

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
3,332



平成26年度（平成27年01月）　公金支出情報

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

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
9,726

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
19,777

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
110

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
218

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
10,380

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
47,926

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
47,379

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
3,595

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
158

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
9,225

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
54,582

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
2,717

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
13,286

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
2,660

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
37,162

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
15,941

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
12,072

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
12,085

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
3,217

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
3,157

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
10,796

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
9,723

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
49,127

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
13,873

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
3,468

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
3,927

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
2,901

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
44,451

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
36,360

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
13,485

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
97

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
1,414

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
12,720

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
736

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
2,306

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
100,739

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
4,557

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
1,843,569

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
10,000,046
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会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
11,244

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
2,711

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
8,795

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
18,738

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
3,440

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
8,610

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
745

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
22,360

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
116,232

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
3,164

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
212,779

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
745

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
5,807

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
1,519

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
9,064

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
120,209

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
26,807

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（11月分）の支出について
97,932

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
2,660

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
209,462

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
13,067

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
191,051

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
4,925

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
1,031,213

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
3,004,540

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
43,276

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（11月分）の支出について
274,721

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
10,451

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
130,830

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
3,210,445

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
3,967

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
130,846

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
5,898,143

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
125,574

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
21,001

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
1,929,147

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
5,782,862

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
116,247

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
128,760

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
2,707,137

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
67,901

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
7,895

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
11,814

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
66,398

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
51,893
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会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
67,343

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
83

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
66,344

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
5,986,795

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
2,286,361

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
109,180

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
540,392

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
33,062

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（11月分）の支出について
26,342

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
2,855

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
62,816

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
7,367

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
3,447

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
120,900

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
3,585

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
6,739

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
4,274

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
3,038

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
17,364

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
10,024

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
3,189

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
17,482,466

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
6,135,356

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
171,521

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
972,222

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
1,594,943

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
9,515

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
1,707

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
114,534

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
26,477

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
4,761

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
3,289

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
9,990

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
17

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
2,720

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
7,761

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
2,603

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
6,410

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
1,067,720

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
820

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
6,374

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
70,610

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
10,771

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
10,441

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
365,722

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
1,322
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会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
7,544

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
3,516

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
377

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
4,030

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
83,250

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
745

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
5,686,954

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
391,358

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
1,124

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
5,268

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
377

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
7,656

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
17,945

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
955

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
100,257

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
3,023

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
15,672

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
3,585

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
2,947

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
7,703

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
26,443

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
916

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
3,472

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
2,999

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
2,794

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
9,544

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
92,671

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
224,020

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
2,844

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
53,318

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
23,181

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
335,467

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
138,729

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
377

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
1,435

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
119,306

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
631,241

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
377

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
530,425

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（11月分）の支出について
45,632

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
166,129

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
5,478

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
161,146

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
6,494

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
5,975

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
31,798

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
4,573

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
209,528
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会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
1,490,974

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
14,661

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
14,854

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
34,224

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
9,560

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
142,383

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（11月分）の支出について
20,656

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（11月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
108,714

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（11月分）の支出について
17,194

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
1,433

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
6,681

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
1,843

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
1,037

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
468

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
21,252

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
5,080

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
19,828

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
3,113

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
2,410

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
77,147

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
2,440

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
28,681

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
1,094

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
353,000

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
1,298

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（11月分）の支出について
3,444,356

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
13,404,346

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（12月請求分）の支出について
3,175

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（12月請求分）の支出について
114,114

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（12月請求分）の支出について
626

会計室 会計企画担当 平成27年01月05日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（11月分）の支出について
2,502

会計室 会計企画担当 平成27年01月06日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線４群）料金（12月請求分）の支出について
40,424

会計室 会計企画担当 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 現行日本法規外１点の買入れ経費の支出ついて（会計事務用）
26,260

会計室 会計企画担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（12月請求分）の支出について
2,768

会計室 会計企画担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（12月請求分）の支出について
2,703

会計室 会計企画担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（12月請求分）の支出について
44,786

会計室 会計企画担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（12月請求分）の支出について
21,388

会計室 会計企画担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 地方自治外３点の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第３四半期分）
17,625

会計室 会計企画担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 コピー代金の支出について（会計事務用　１２月分）
18,666

会計室 会計企画担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 大阪日日新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第３四半期分）
6,150

会計室 会計企画担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 読売新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第３四半期分）
12,111

会計室 会計企画担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 産經新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第３四半期分）
12,111

会計室 会計企画担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 毎日新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第３四半期分）
12,111

会計室 会計企画担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 日本経済新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第３四半期分）
27,054

会計室 会計企画担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 朝日新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第３四半期分）
12,111

会計室 会計企画担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（会計事務用　１２月分）
3,682
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会計室 会計企画担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　普通旅費 会計事務用市内等出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
11,100

会計室 会計企画担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 財務会計システムプリンタ用リサイクルトナー外6点の買入経費の支出について（会計事務用）
49,075

会計室 会計企画担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市証紙条例の廃止に伴う未使用証紙に係る還付金の支出について
10,500

会計室 会計企画担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線１群）料金（1月請求分）の支出について
11,229

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
1,882,078

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
2,814

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
44,018

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 財務会計システム用サーバ機等一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（12月分）
2,698,423

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
7,236

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
145,478

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
144,464

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
125,286

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
135,971

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
169,658

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
79,836

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
154,413

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
181,021

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
99,859

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
210,405

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
208,936

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
3,325

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
110,139

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
151,803

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
97,695

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
134,141

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
100,941

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
621,540

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
25,326

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
37,674

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
340,957

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
8,163,171

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
639,798

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
2,398,771

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
3,240

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
16,692

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
419,977

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
451,517

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
494,104

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
525,558

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
307,072

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
415,748

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
190,220

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
143,814

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
307,810
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会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
10,829

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
1,789

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
733,615

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
713,310

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
4,085,449

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
970,720

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
618,840

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
1,549

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
139,899

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
29,559

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
8,611

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
10,244

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
3,240

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
11,330

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
3,240

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
57,031

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
7,162

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
49,958

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
33,917

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
6,372,598

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
2,329,283

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
3,237,387

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
1,713,444

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
1,266,321

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
15,993,907

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
3,078

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
14,492

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
5,549,932

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
9,805

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
63,156

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
14,430

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
1,026

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
849,040

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
252,376

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
41,844

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
844,061

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
17,446

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
3,240

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
21,060

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
12,545

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
665,830

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
185,219

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
206,750

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
872,450
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会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
4,860

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
9,720

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
59,001

会計室 会計企画担当 平成27年01月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（12月分）の支出について
8,800,539

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
13,075

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
13,315

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式借入経費の支出について（会計事務用、12月分）
5,340

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（会計事務用、12月分）
24,360

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（会計事務用、12月分）
81,452

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
338,913

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
234,764

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
214,911

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
1,183

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
1,015

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
3,046

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
353,905

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
36

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
209,685

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
368,059

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
239,339

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
298,641

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
206,817

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
219,787

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
335,685

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
208,967

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
344,281

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
201,734

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
414,899

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
252,768

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
456

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
18,759

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
256,934

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
218,720

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
28,775

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
124

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
310

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
9,845

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
2,915

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
356

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
18,456

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
11,351

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
20,000

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
280

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
122

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
4

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
414
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会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
2,962

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
576

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
51

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
186

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
11,666

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
282

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
60

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
640

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
12,157

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
5,634

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
18

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
40

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
1,716

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
313

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
2,858

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
47

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
375

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
125

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
1,347

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
38,340

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
1,517

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
50,304

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
8

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
176

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
326

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
3,083

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
12,826

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
44,991

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
177

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
116

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
25,364

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
1,704

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
8

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
5,380

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
109,447

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市証紙条例の廃止に伴う未使用証紙に係る還付金の支出について
5,000

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
43

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
2,942

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
2,661

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
1,196

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（12月分）の支出について
46,296

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
46

会計室 会計企画担当 平成27年01月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（12月分）の支出について
47

会計室 会計企画担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市証紙条例の廃止に伴う未使用証紙に係る還付金の支出について
3,300

会計室 会計企画担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 現行日本法規外１点の買入経費の支出について（会計事務用）
20,602

会計室 会計企画担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 委託料　委託料 統合基盤システム構築に伴う財務会計システム改修業務委託にかかる経費の支出について
9,892,800

会計室 会計管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 委託料　委託料 防犯監視カメラ保守点検業務委託料の支出について
32,400

会計室 会計管理担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　手数料 振替取扱手数料の支出について（１２月分）
5,143,970
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会計室 会計管理担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 現金出納簿外３点の作成経費にかかる支出について（公金取扱事務用）
69,120

会計室 会計管理担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 備品購入費　庁用器具費 公金取扱事務用防犯カメラ（庁舎内用）買入経費の支出について
194,400

北区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（１１月分）
640,642

北区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（１１月分）
1,560,144

北区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料（１１月分）
30,096

北区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（１１月分）
94,349

北区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料（１１月分）
1,180

北区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（１１月分）
30,326

北区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料（１１月分）
379

北区役所 総務課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 手指用消毒液購入経費の支出について
8,067

北区役所 総務課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
6,480

北区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
1,886

北区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　北区役所の中庭に設置されたミスト噴出装置のシーズンオフメンテナンス業務委託実施経費の支出について
16,200

北区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所事務用ケーブルテレビ利用料の支出について（１１月分）
3,780

北区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成26年12月14日執行の衆議院議員総選挙・ 高裁判所裁判官国民審査にかかる投票管理者の報酬の支出について
214,200

北区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成26年12月14日執行の衆議院議員総選挙・ 高裁判所裁判官国民審査にかかる開票立会人の報酬の支出について
79,200

北区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成26年12月14日執行の衆議院議員総選挙・ 高裁判所裁判官国民審査にかかる投票立会人の報酬の支出について
364,100

北区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成26年12月14日執行の衆議院議員総選挙・ 高裁判所裁判官国民審査にかかる期日前投票所投票管理者等の報酬の支出について
331,100

北区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院議員総選挙・ 高裁判所裁判官国民審査にかかる投票所民間事務従事者の報償金の支出について
803,016

北区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院議員総選挙・ 高裁判所裁判官国民審査にかかる手話通訳者の報償金の支出について
23,600

北区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（１２月分）
2,828

北区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（１２月分）
170

北区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（１２月分）
54

北区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 平成26年12月14日執行の衆議院議員総選挙・ 高裁判所裁判官国民審査事務用消耗品（カラーペーパー外５７点）の購入経費の支出について
180,856

北区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 平成26年12月14日執行の衆議院議員総選挙・ 高裁判所裁判官国民審査事務用消耗品（ひざかけ）購入経費の支出について
49,135

北区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 平成26年12月14日執行の衆議院議員総選挙・ 高裁判所裁判官国民審査にかかる消耗品（床用グレーシート外３点）購入経費の支出について
285,012

北区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 平成26年12月14日執行の衆議院議員総選挙・ 高裁判所裁判官国民審査にかかる茶菓（水外８点）購入経費の支出について
37,912

北区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 平成26年12月14日執行の衆議院議員総選挙・ 高裁判所裁判官国民審査にかかる寝具賃貸借経費の支出について
31,752

北区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 平成26年12月14日執行の衆議院議員総選挙・ 高裁判所裁判官国民審査にかかる投票所使用料の支出について
8,000

北区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員総選挙・ 高裁判所裁判官国民審査にかかる投票用紙等送致・運搬業務経費の支出について
425,880

北区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 平成26年12月14日執行の衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査事務用市内等出張交通費の支出について
5,900

北区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 北区役所設置のワッシングゴンドラ（２台）のワイヤロープ取替及び昇降装置分解整備作業の実施経費の支出について
483,278

北区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,515

北区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 平成26年12月14日執行の衆議院議員総選挙・ 高裁判所裁判官国民審査事務用消耗品（ゴム印５点）の購入経費の支出について
1,490

北区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 平成26年12月14日執行の衆議院議員総選挙・ 高裁判所裁判官国民審査にかかる期日前投票所及び投票所弁当（３０８食）経費の支出について
254,100

北区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 平成26年12月14日執行の衆議院議員総選挙・ 高裁判所裁判官国民審査開票事務用開披台等設置撤収経費の支出について
258,120

北区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 平成26年12月14日執行の衆議院議員総選挙・ 高裁判所裁判官国民審査にかかるタクシー代の支出について
25,450

北区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成26年12月14日執行の衆議院議員総選挙・ 高裁判所裁判官国民審査にかかる各投票所物品等搬入撤収業務経費の支出について
476,280

北区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（１２月分）
81,747

北区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（１２月分）
113,350

北区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（１２月分）
60,928

北区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市北区役所庁舎機械警備業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（１２月分）
8,164

北区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（１２月分）
387,000

北区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所自動体外式除細動器等長期借入経費の支出について（１２月分）
5,724

北区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成２６年経済センサス‐基礎調査にかかる統計事務郵送料の支出について（１２月分）
485

北区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（１２月分）
6,855

北区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（１２月分）
4,943

北区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（１２月分）
2,203
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北区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（１２月分）
1,589

北区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成26年12月14日執行の衆議院議員総選挙・ 高裁判所裁判官国民審査にかかる投票立会人の報酬の支出について
10,647

北区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内情報利用パソコンリモートコントロール用モバイル端末にかかる端末料金及び回線使用料の支出について（１２月分）
3,806

北区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料の支出について（１２月分）
274,940

北区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料の支出について（１２月分）
16,117

北区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料の支出について（１２月分）
5,180

北区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 平成26年12月14日執行の衆議院議員総選挙・ 高裁判所裁判官国民審査にかかる投票所民間事務従事者の報償金の支出について
17,799

北区役所 総務課 平成27年01月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
12,400

北区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
912

北区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
8,020

北区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
23,758

北区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
8,174

北区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
3,641,115

北区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策職員住宅賃料及び共益費の支出について（２月分）
115,500

北区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所事務用新聞購読経費の支出について（10月～12月分）　産経新聞
12,111

北区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所事務用新聞購読経費の支出について（10月～12月分）　毎日新聞
12,111

北区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所事務用新聞購読経費の支出について（10月～12月分）　大阪日日新聞
6,150

北区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所事務用新聞購読経費の支出について（10月～12月分）　朝日新聞
12,111

北区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（１２月分）北区役所運営事務費・選挙・統計　＜機械番号３８０５３７＞
13,689

北区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所事務用新聞購読経費の支出について（10月～12月分）　日本経済新聞
13,527

北区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 １Ｆ待合ロビー用新聞・雑誌架の購入経費の支出について
81,216

北区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（１２月分）北区役所運営事務費・選挙・統計　＜機械番号３８０５８３＞
5,871

北区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（１２月分）北区役所運営事務費・選挙・統計　＜機械番号３８０５８３＞
3,423

北区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（１２月分）北区役所運営事務費・選挙・統計　＜機械番号３８０５３７＞
33,032

北区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所事務用新聞購読経費の支出について(10月～12月分）　読売新聞
12,111

北区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北区役所情報通信設備用回線使用料・プロバイダ料の支出について（１２月分）
8,856

北区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（１２月分）
14,403

北区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（北区役所）一式　長期借入経費の支出について（１２月分）
197,951

北区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所庁舎維持管理用玄関マット及びエレベータマット借入にかかる経費の支出について（１２月分）
14,340

北区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所視覚障がい者用点字ディスプレイ等長期借入経費の支出について（１２月分）
17,733

北区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所トイレ内消臭・芳香装置等借入経費の支出について（１０月～１２月分）
93,312

北区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン（北区役所）機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
28,728

北区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（１２月分）北区役所運営事務費・選挙・統計　＜機械番号３８０５３７＞
1,180

北区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（１２月分）北区役所運営事務費・選挙・統計　＜機械番号３８０５８３＞
125

北区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（１２月分）
870

北区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（１２月分）
279

北区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（１２月分）北区役所運営事務費・選挙・統計　＜機械番号３８０５３７＞
47,663

北区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（１２月分）北区役所運営事務費・選挙・統計　＜機械番号３８０５８３＞
24,650

北区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 平成26年12月14日執行の衆議院議員総選挙・ 高裁判所裁判官国民審査にかかる石油ストーブ借入経費の支出について
197,640

北区役所 戸籍登録課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍登録課事務用ゴム印の購入経費の支出について
5,826

北区役所 戸籍登録課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 北区ライフイベント事業用メッセージカード印刷経費の支出について
11,880

北区役所 戸籍登録課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録課事務用切手の購入経費の支出について
37,700

北区役所 戸籍登録課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍登録課事務用コピー複写経費の支出について（１２月分）
19,012

北区役所 戸籍登録課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録課後納郵便料金（平成２６年１２月分）の支出について
130,622

北区役所 戸籍登録課 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 戸籍登録課後納郵便料金（平成２６年１２月分）の支出について
65,658

北区役所 住民自治課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（12月15日分）
432

北区役所 住民自治課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域防災対策事業にかかる津波避難施設ステッカー５点（北区役所）の製造経費の支出について
604,584

北区役所 住民自治課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民自治課事務用コピー複写経費の支出について（12月分）
7,586
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北区役所 住民自治課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策事業用携帯電話料金の支出について（１２月分）
5,383

北区役所 住民自治課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立北区民センター及び大阪市立大淀コミュニティセンター管理運営業務代行にかかる経費の支出について（平成27年1月～3月）
10,992,946

北区役所 住民自治課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民自治課事務用後納郵便料金の支出について（12月分）
3,860

北区役所 住民自治課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業にかかる啓発物品購入経費の支出について
124,956

北区役所 住民自治課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる啓発用耐震シート（北区役所）の買入経費の支出について
320,760

北区役所 住民自治課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度北区防犯カメラ設置補助金の支出について
108,000

北区役所 福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所消耗品事業資金（特別保育用）１月分の支出について
10,000

北区役所 福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品事業資金（通常保育用）１月分の支出について
30,000

北区役所 福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（保育ママ　梅田ひまわり園）11月分
1,176,100

北区役所 福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当業務用児童手当給付費未支給分の支出について（区支出）
25,000

北区役所 福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託契約について（ぬくもりのおうち　保育ママ）（11月分）
427,380

北区役所 福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区福祉課事務用スチール書庫外４５点購入経費の支出について
257,348

北区役所 福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
285,884

北区役所 福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業に係る支出について
270,000

北区役所 福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業の業務委託にかかる経費の支出について（フェアリールーム）11月分
1,989,280

北区役所 福祉課 平成27年01月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口１月分）の支出について
465,000

北区役所 福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額介護サービス費の支出について（平成２６年１２月８日分）
9,300

北区役所 福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
274,608

北区役所 福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
263,998

北区役所 福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉・子育て支援グループ）事務用総合福祉システム及び国保システムトナー購入経費の支出について
6,426

北区役所 福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉・子育て支援グループ）事務用総合福祉システム及び国保システムトナー購入経費の支出について
35,311

北区役所 福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について（平成２６年１２月１６日分）
38,777

北区役所 福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉・子育て支援グループ）事務用総合福祉システム及び国保システムトナー購入経費の支出について
9,617

北区役所 福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉・子育て支援グループ）事務用総合福祉システム及び国保システムトナー購入経費の支出について
6,426

北区役所 福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
349,996

北区役所 福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
742,843

北区役所 福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事業にかかるコピー代金の支出について（１２月分）
2,283

北区役所 福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事業にかかるコピー代金の支出について（１２月分）
5,112

北区役所 福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事業にかかるコピー代金の支出について（１２月分）
750

北区役所 福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員活動費の支出について（平成26年8月～12月分）
43,000

北区役所 福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事業にかかるコピー代金の支出について（１２月分）
9,500

北区役所 福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事業にかかるコピー代金の支出について（１２月分）
38

北区役所 福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事業にかかるコピー代金の支出について（１２月分）
660

北区役所 福祉課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
4,000

北区役所 福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業に係る支出について
270,000

北区役所 福祉課 平成27年01月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険認定審査会事務用コピー複写機経費の支出について（１２月分）
6,985

北区役所 福祉課 平成27年01月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

北区役所 福祉課 平成27年01月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成26年度母子福祉貸付金の支出について（修学資金第４四半期分）
2,550,000

北区役所 福祉課 平成27年01月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成２６年度母子寡婦福祉貸付金の支出について（修学資金第４四半期分）
486,000

北区役所 福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所用賄材料費　１月分の支出について
1,137,520

北区役所 福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度重度障がい者医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年１２月請求分）
116,871

北区役所 福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度重度障がい者医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年１２月請求分）
364,244

北区役所 福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度重度障がい者（食事・生活療養費）医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年１２月請求分）
312,410

北区役所 福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度老人医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年１２月請求分）
297,311

北区役所 福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度老人医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年１２月請求分）
232,057

北区役所 福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年１２月請求分）
277,981

北区役所 福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年１２月請求分）
77,857

北区役所 福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年１２月請求分）
211,618
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北区役所 福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年１２月請求分）
112,128

北区役所 福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２６年１２月請求分）
33,090

北区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
1,148

北区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市北区地域コミュニティビジネス推進事業委託料の支出について（第３四半期分）
2,611,980

北区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
17,250

北区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
1,220

北区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
2,219

北区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
487

北区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
2,460

北区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
21,967

北区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
500

北区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
2,287

北区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
395

北区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
1,529

北区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
2,144

北区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
19,503

北区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
14,953

北区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
1,692

北区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
27,114

北区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
4,058

北区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託契約にかかる経費の支出について（保育ママ　梅田ひまわり園）12月分
1,185,850

北区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
268

北区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
2,561

北区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
8,113

北区役所 福祉課 平成27年01月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
4,664

北区役所 福祉課 平成27年01月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
799

北区役所 福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
31,286

北区役所 福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
45,256

北区役所 福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
410

北区役所 福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
996

北区役所 政策企画課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所広報紙「わがまち北区」全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（１２月号分）
646,580

北区役所 政策企画課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 北区役所広報紙「わがまち北区」企画編集及び印刷業務委託（平成26年５月号～平成27年４月号）（概算契約）にかかる経費の支出について（１月号分）
721,504

北区役所 政策企画課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所窓口案内業務従事者派遣（長期継続）契約にかかる経費の支出について（平成２６年度１２月分）
234,900

北区役所 政策企画課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所広報紙「わがまち北区」全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（１月号分）
642,583

北区役所 政策企画課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画課事務用　後納郵便料金の支出について（12月分）
1,804

北区役所 保険年金課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度１月分の窓口還付金の資金前渡について（歳出・一般分）
70,000

北区役所 保険年金課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度１月分の窓口還付金の資金前渡について（歳出・退職分）
10,000

北区役所 保険年金課 平成27年01月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて（１月－１　歳出・一般分）
49,636

北区役所 保険年金課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて（１月－２　歳出・一般分）
249,924

北区役所 保険年金課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて（１月－１　歳出・退職分）
8,511

北区役所 保険年金課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２６年１２月分）の支出について
2,034

北区役所 保険年金課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金課事務用コピー複写経費の支出について（１２月分）
21,658

北区役所 保険年金課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２６年１２月分）の支出について
415,870

北区役所 保険年金課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２６年１２月分）の支出について
962,431

北区役所 保険年金課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて（１月－３　歳出・一般分）
38,617

北区役所 保険年金課 平成27年01月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２６年１２月分）の支出について
53,643

北区役所 保険年金課 平成27年01月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２６年１２月分）の支出について
48,132

北区役所 保険年金課 平成27年01月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費経費の支出について（２７年１月審査分　一般）
1,011,363
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北区役所 保険年金課 平成27年01月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（２７年１月審査分）
500,000

北区役所 保険年金課 平成27年01月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（２７年１月審査分）
215,831

北区役所 保険年金課 平成27年01月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費経費の支出について（２７年１月審査分　退職）
30,774

北区役所 保険年金課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて（１月－４　歳出・一般分）
269,356

北区役所 魅力創造課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入れにかかる経費（１２月分）の支出について（北区学習活動支援事業・青少年健全育成事業）
1,144

北区役所 魅力創造課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金への繰入れにかかる経費（１２月分）の支出について（北区学習活動支援事業・青少年健全育成事業）
16,500

北区役所 魅力創造課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区緑化推進事業（種から育てる地域の花づくり）用培土購入経費の支出について
83,376

北区役所 魅力創造課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成26年度　歴史まち歩き講座「北区ぶらぶらwinter」周知用チラシの作成経費の支出について
10,000

北区役所 魅力創造課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金への繰入れにかかる経費（１２月分）の支出について（北区学習活動支援事業）
1,530

北区役所 魅力創造課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度歴史まち歩き講座「北区ぶらぶらAUTUMN」第４回の実施にかかる講師謝礼の支出について
15,000

北区役所 魅力創造課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 魅力創造課事務用事務用品の購入経費の支出について
67,605

北区役所 魅力創造課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年健全育成事業にかかる物品購入経費の支出について
4,644

北区役所 魅力創造課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成26年度　歴史まち歩き講座【番外編】北区ぶらぶら周知用チラシの作成経費の支出について
14,040

北区役所 魅力創造課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「北区生涯学習フェスティバル」周知用チラシの作成経費の支出について
10,800

北区役所 魅力創造課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成26年度　北区はたちのつどい　当日プログラム及び封筒の作成にかかる経費の支出について
59,400

北区役所 魅力創造課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度「北区はたちのつどい」開催にかかる手話通訳料の支出について
4,000

北区役所 魅力創造課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 魅力創造課　事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
54,598

北区役所 魅力創造課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 魅力創造課　事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
3,530

北区役所 健康課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健事業用　ラミネーター外４点買入経費の支出について
316,445

北区役所 健康課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　レターケースー１外２６点買入経費の支出について
33,627

北区役所 健康課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　レターケースー１外２６点買入経費の支出について
58,643

北区役所 健康課 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　レターケースー１外２６点買入経費の支出について
7,240

北区役所 健康課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　レターケースー１外２６点買入経費の支出について
18,071

北区役所 健康課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月支払分）
14,320

北区役所 健康課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月支払分）
5,740

北区役所 健康課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月支払分）
3,250

北区役所 健康課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月支払分）
820

北区役所 健康課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月支払分）
1,470

北区役所 健康課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健事業用　衝立外４点買入経費の支出について
280,208

北区役所 健康課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　印刷製本費 献血推進事業用　啓発チラシ・ポスター印刷経費の支出について
20,952

北区役所 健康課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康課事務用　コピー複写経費の支出について（１２月分）
29,678

北区役所 健康課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成26年度BCG接種にかかる医師報償金の支出について(12月分)
49,780

北区役所 健康課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（１２月分）の支出について
99,560

北区役所 健康課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（１２月分）の支出について
74,670

北区役所 健康課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（１２月分）の支出について
155,950

北区役所 健康課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（１２月分）の支出について
24,890

北区役所 健康課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（１２月分）の支出について
49,780

北区役所 健康課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（１２月分）の支出について
11,160

北区役所 健康課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業に係る報償金の支払いについて（１２月分）
203,080

北区役所 健康課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
4,119

北区役所 健康課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
82

北区役所 健康課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
410

北区役所 健康課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
410

北区役所 健康課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
164

北区役所 健康課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
984

北区役所 健康課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
9,970

北区役所 健康課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
3,690

北区役所 健康課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
6,288



平成26年度（平成27年01月）　公金支出情報

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

北区役所 健康課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
2,240

北区役所 健康課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
246

北区役所 健康課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
8,140

北区役所 健康課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
5,939

北区役所 健康課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
7,087

北区役所 健康課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
574

北区役所 健康課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業講師謝礼（平成２６年１２月）の支出について
10,620

北区役所 生活支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（№１１８５）
1,728

北区役所 生活支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料№１２４４～１２５８）
394,292

北区役所 生活支援課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助の支出について（オムツ　№１２１９～１２４３）
366,491

北区役所 生活支援課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（１９件　№１２５９～１２７７）
90,297

北区役所 生活支援課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（№１２７８）
9,936

北区役所 生活支援課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（移送費　No.１２７９～１２８０）
15,100

北区役所 生活支援課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送費３件　No.１２８１～１２８４）
12,330

北区役所 生活支援課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
77,622

北区役所 生活支援課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,460

北区役所 生活支援課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.１１８６～１２１８）
267,459

北区役所 生活支援課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　１２件No.１２８６～１２９７）
131,288

北区役所 生活支援課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（№１２８５）
7,280

北区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 生活困窮者自立支援制度ワーキンググループにかかる普通旅費の支出について（平成２６年１０～１１月分）
660

北区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる１０～１２月分市内出張交通費（近接地を含む）の支出について
4,070

北区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助の支出について（移送費　２件№１３３４～１３３５）
177,120

北区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２７年２月分）
15,000,000

北区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２７年２月分）
9,000,000

北区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（小学校１１～１２月分）
169,840

北区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２７年２月分）
300,000

北区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（中学校１１～１２月分）
150,300

北区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（１４件　№１２９８～１３１１）
147,280

北区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送費１件　№１３３６）
420

北区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２７年２月分）
200,000

北区役所 生活支援課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課事務用コピー複写経費の支出について（１２月分）
21,791

北区役所 生活支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助の支出について（オムツ　１６件　№１３７１～１３８６）
247,952

北区役所 生活支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料№１３４９～１３５４）
125,130

北区役所 生活支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（６件　№１３４３～１３４８）
44,400

北区役所 生活支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送費２件　No.１３３２～１３３３）
3,080

北区役所 生活支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助の支出について（２件Ｎｏ．１３４１～１３４２）
411,992

北区役所 生活支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務にかかる郵便料（１２月分）の支出について
295,941

北区役所 生活支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助の支出について（オムツ　１８件№１３１２～１３３０）
310,893

北区役所 生活支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費の支出について（住宅維持費　No.１３４０）
9,000

北区役所 生活支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（№１３３７）
20,000

北区役所 生活支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送費２件　No.１３３８～１３３９）
2,640

都島区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用戸籍謄抄本専用電話使用料の支出について（11月分）
3,815

都島区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）担当事務用基本回線使用料の支出について（11月分）
21,020

都島区役所 総務課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 都島区災害対策住宅用電話回線使用料の支出について（11月分）
3,038

都島区役所 総務課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（分館）事務用コピー代の支出について（11月分）
15,657

都島区役所 総務課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（11月分）
15,436

都島区役所 総務課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用リサイクルトナー外４点の購入経費の支出について
31,939

都島区役所 総務課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（11月分）
31,849
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都島区役所 総務課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー代の支出について（11月分）
25,587

都島区役所 総務課 平成27年01月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（11月分）
2,631

都島区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 都島区役所非常照明バッテリー取替え工事の支出について
425,520

都島区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
3,300

都島区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴ基盤整備事業用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年11月分）
6,912

都島区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴ基盤整備事業用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年11月分）
4,860

都島区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
11,224

都島区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＩＴ基盤整備事業用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年11月分）
540

都島区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＩＴ基盤整備事業用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年11月分）
270

都島区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 衆議院議員総選挙事務用市内出張交通費の支出について
3,220

都島区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
20,357

都島区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
5,346

都島区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
6,332

都島区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
5,620

都島区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年11月分各課事務用・研修用市内出張交通費の支出について
63,674

都島区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度都島区広報紙「広報みやこじま」点字版製作業務にかかる経費の支出について（平成27年1月号分）
25,272

都島区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度新聞未購読世帯への都島区広報紙「広報みやこじま」の配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成26年12月号分）
91,854

都島区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙投票所用ストーブの借入経費の支出について
21,600

都島区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 都島区災害対策用職員住宅什器借入費用の支出について（12月分）
9,846

都島区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 都島区の広報紙（平成26年5月号～平成27年4月号）概算印刷にかかる経費の支出について（平成27年1月号分）
926,251

都島区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービル維持管理用清掃業務委託料の支出について（12月分）
67,453

都島区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用清掃業務委託料の支出について（12月分）
241,920

都島区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用一般廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（12月分）
6,804

都島区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用機械警備業務委託料の支出について（12月分）
34,560

都島区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 自動体外式除細動器（AED）長期借入費用の支出について（12月分）
10,920

都島区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直用寝具使用料の支出について（12月分）
9,936

都島区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策企画事務用LANケーブル外9点の購入及び同経費の支出について
51,300

都島区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内リモコンシステムに係る専用ソフトウェア使用料の支出について（平成26年11月分）
1,080

都島区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 都島区災害対策職員住宅賃料・共益費の支出について（２月分）
120,000

都島区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 大阪市ICT戦略の策定に係る都島区長の管外出張旅費の支出について
29,240

都島区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 都島区役所設備棟MAC-2系統エアコン室外機修理工事の支出について
51,840

都島区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 衆議院議員総選挙投票所用資材搬入撤収に伴う自動車借上経費の支出について
412,560

都島区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口案内用タブレット端末にかかる通信料の支出について（平成26年12月分）
4,354

都島区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内リモコンシステムに係る端末使用料の支出について（平成26年12月分）
4,323

都島区役所 総務課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＩＴ基盤整備事業用広報紙編集用PCの長期借入及び同経費の支出について（平成26年12月分）
6,048

都島区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（12月分）
18,158

都島区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（12月分）
311,493

都島区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービル管理業務委託料の支出について（12月分）
385,379

都島区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（都島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成26年12月分）
152,342

都島区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年全国消費実態調査にかかる調査員に対する報償金の支出について
256,740

都島区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年全国消費実態調査にかかる指導員に対する報償金の支出について
204,630

都島区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙にかかる当日投票管理者報酬の支出について
176,400

都島区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙にかかる当日投票立会人報酬の支出について
299,600

都島区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙にかかる開票立会人報酬の支出について
79,200

都島区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙にかかる期日前投票立会人報酬の支出について
209,600

都島区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙にかかる期日前投票管理者報酬の支出について
122,100

都島区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院議員総選挙にかかる手話通訳者、点字解読者謝礼の支出について
32,400

都島区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　費用弁償 衆議院議員総選挙開票立会人費用弁償の支払について
420
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都島区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー代の支出について（12月分）
40,059

都島区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（分館）事務用コピー代の支出について（12月分）
16,073

都島区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（12月分）
27,457

都島区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（12月分）
16,576

都島区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴ基盤整備事業用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年12月分）
6,912

都島区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（12月分）
82

都島区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴ基盤整備事業用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年12月分）
4,860

都島区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＩＴ基盤整備事業用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年12月分）
540

都島区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 生活支援担当事務用コピー機付属機器使用料の支出について（12月分）
2,160

都島区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＩＴ基盤整備事業用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年12月分）
270

都島区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（12月分）
82

都島区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（12月分）
5,084

都島区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院議員総選挙にかかる投票所民間事務従事者謝礼の支出について
671,470

都島区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（12月分）
16,116

都島区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（12月分）
2,774,505

都島区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（12月分）
560

都島区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政会議等動画配信にかかる通信料の支出について（平成26年12月分）
4,716

都島区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（12月分）
23,453

都島区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 都島区役所広報紙新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成27年1月号分）
652,795

都島区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 ＩＴ基盤整備事業用広報紙編集用PCの保守委託及び同経費の支出について（平成26年12月分）
3,960

都島区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度新聞未購読世帯への都島区広報紙「広報みやこじま」の配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成27年1月号分）
91,929

都島区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内リモコンシステムに係る専用ソフトウェア使用料の支出について（平成26年12月分）
1,080

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 災害時緊急連絡用衛星携帯電話使用料の支出について（11月分）
24,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度都島区市民企画公募事業（後期）における講師謝礼金の支払いについて（学校ボランティアもこもこ）
21,300

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
8,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度人権週間事業ヒューマンライツin都島出演にかかる謝礼の支払いについて
21,300

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 都島区民センター揚水ポンプ修理工事にかかる経費の支出について
87,200

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 都島区民センター揚水ポンプ修理工事にかかる経費の支出について
35,272

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業用自転車前カゴひったくり防止カバーの購入経費の支出について
156,600

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 企業・社会福祉施設等との防災協力事業用防災マップ（一般向）の印刷製本費の支出について
35,640

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度成人の日のつどいにおける児童代表謝礼用図書カード購入経費の支出について
6,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト用携帯電話使用料の支出について（12月分）
5,775

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域と区役所の防災力向上事業用ＰＨＳ回線使用料の支出について（12月分）
9,695

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 青色防犯パトロール車用アンプの購入経費の支出について
45,252

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度都島区市民企画公募事業（後期）における講師謝礼金の支払いについて（友渕小PTA）
17,100

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（マルチカード名刺外16点）買入にかかる経費の支出について
41,097

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（マルチカード名刺外16点）買入にかかる経費の支出について
5,227

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（マルチカード名刺外16点）買入にかかる経費の支出について
583

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（自転車外２点）買入にかかる経費の支出について
29,646

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（マルチカード名刺外16点）買入にかかる経費の支出について
17,491

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（マルチカード名刺外16点）買入にかかる経費の支出について
99,360

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（マルチカード名刺外16点）買入にかかる経費の支出について
12,282

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
59,098

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
866

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
1,842

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
1,456

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 都島区における夜間の青色防犯パトロール業務委託料の支出について（12月分）
152,820

都島区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費負担金の支出について（平成２７年１月分）
100,000
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都島区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費負担金の支出について（平成２７年１月分）
450,000

都島区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡　国民健康保険料窓口支払用還付資金1月分の支出について（歳出一般）
70,000

都島区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡　国民健康保険料窓口支払用還付資金1月分の支出について（歳出退職）
30,000

都島区役所 窓口サービス課 平成27年01月08日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
185,158

都島区役所 窓口サービス課 平成27年01月08日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出　一般　1月）
142,072

都島区役所 窓口サービス課 平成27年01月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー代金の支出について（１１月分）
17,213

都島区役所 窓口サービス課 平成27年01月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
3,036

都島区役所 窓口サービス課 平成27年01月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出　一般　1月）
380,322

都島区役所 窓口サービス課 平成27年01月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内出張交通費の支出について(12月分)
1,200

都島区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出　一般　1月）
426,056

都島区役所 窓口サービス課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託料の支出について(11月分)
2,741,040

都島区役所 窓口サービス課 平成27年01月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
1,085,075

都島区役所 窓口サービス課 平成27年01月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
22,248

都島区役所 窓口サービス課 平成27年01月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
111,573

都島区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課(住民情報)事務用郵便料金後納料の支出について(12月分)
79,738

都島区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（１２月分）
6,336

都島区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課(住民情報)事務用郵便料金後納料の支出について(12月分)
82,613

都島区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（１２月分）
186,909

都島区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（１２月分）
5,124

都島区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険管理担当）事務用郵便料金後納料の支出について（１２月分）
868,522

都島区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出　一般　1月）
90,862

都島区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（１２月分）
78,096

都島区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（１２月分）
42,630

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立御幸保育所にかかる消耗品費（特別保育用１月分）の支出について
10,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立毛馬保育所および御幸保育所にかかる消耗品費（１月分）の支出について
60,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（11月分）
11,114

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（11月分）
22,680

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（11月分）
3,683

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
14,460

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
23,940

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業にかかる医療費の支出について
86,680

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
3,904

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
1,020

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
3,880

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
3,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成事業にかかる医療費の支出について
814,718

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
15,080

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）57号
154,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業にかかる医療費の支出について
309,149

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当事務用コピー代金の支出について（１１月分）
20,833

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１１月分）の支出について
15,114

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１１月分）の支出について
20,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１１月分）の支出について
20,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（学校給食費９月分）の支出について
112,200

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（学校給食費１０月分）の支出について
112,200

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（学校給食費１１月分）の支出について
87,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１２月分）の支出について
4,320

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１２月分）の支出について
3,000
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都島区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
11,961

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業にかかる医療費の支出について
792

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業にかかる医療費の支出について
253,772

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口1月分）の支出について
360,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
484,101

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
49,926

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
30,706

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
36,103

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）53号
12,180

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）51号
198,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）55号
198,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）54号
34,880

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（オムツ代１０・１１月分）の支出について
9,865

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（検診料１０月分）の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
38,960

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種（BCG）事業従事医師にかかる報償金の支出について（12月分）
49,780

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月14日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について　（前貸し新規分）
300,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（11月分）の支出について
620

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（11月分）の支出について
1,530

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（11月分）の支出について
2,320

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（4月分）の支出について（追加分）
480

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（11月分）の支出について
1,730

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（11月分）の支出について
300

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（8月分）の支出について（追加分）
300

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
37,350

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）52号
198,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
15,206

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
16,680

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
21,683

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
17,280

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
15,080

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
8,480

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８～１１月分）
21,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
24,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（11月分）の支出について
1,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費１２月分）の支出について
48,900

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食１２月分）の支出について
60,900

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
74,354

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（8月分）の支出について（追加分）
240

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（9月分）の支出について（追加分）
900

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（11月分）の支出について
300

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（9月分）の支出について（追加分）
300

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（8月分）の支出について（追加分）
300
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都島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（11月分）の支出について
300

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
79,375

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
7,598

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
79,962

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
8,384

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
3,150

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
5,300

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
3,150

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費等の支出について（１０月分）
760

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費等の支出について（１０月分）
240

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費等の支出について（１１月分）
2,530

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（オムツ代１２月分）の支出について
11,664

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（オムツ代１１月分）の支出について
19,440

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１１月分）の支出について
14,200

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（オムツ代１１月分）の支出について
3,888

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（引越料１２月分）の支出について
140,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１１月分）の支出について
17,778

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１１月分）の支出について
10,806

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１１月分）の支出について
20,360

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１０・１１月分）の支出について
60,286

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１１月分）の支出について
20,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１１月分）の支出について
38,700

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１１月分）の支出について
20,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費１２月分）の支出について
37,145

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費１２月分）の支出について
9,900

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費１２月分）の支出について
40,123

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費１１月分）の支出について
39,300

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（住宅改修費）の支出について
7,415

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具代）の支出について
9,990

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（住宅改修費）の支出について
1,010

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具代）の支出について
1,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
99,009

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１２月分）の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１２月分）の支出について
5,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（長期入院患者診療報酬１１月分）の支出について
21,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（長期入院患者診療報酬９月分）の支出について
3,360

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１１月分）の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（長期入院患者診療報酬１１月分）の支出について
23,040

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（移送費１１月分）の支出について
360

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料１２月分）の支出について
5,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代９・１１・１２月分）の支出について
10,420

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
99,473

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（検査料１２月分）の支出について
5,180

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
264,716

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
264,716

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
256,616

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000
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都島区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
10,034

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
47,680

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
12,030

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
24,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
23,681

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
15,450

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
8,973

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
18,230

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
23,795

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
21,432

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
14,250

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
16,680

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
16,680

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費等の支出について（１１月分）
3,590

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
79,962

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
20,325

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
49,895

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
17,835

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
16,977

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
75,718

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
79,962

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）58号
149,040

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）56号
4,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１１・１２月分）の支出について
117,441

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
53,657

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
15,450

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
17,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
13,130

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
22,050

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
42,200

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
19,730

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
14,050

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
14,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
23,280

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 巡回母乳子育て教室助産師講師料の支出について（１２月分）
38,700

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（その他）１２月分の支出について
44,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１２月分）の支出について
12,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２７年２月分）
29,000,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１１月分）の支出について
4,248

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２７年２月分）
15,000,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２７年２月分）
400,000
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都島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食・教材費１２月分）の支出について
21,194

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料１２月分）の支出について
3,240

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２７年２月分）
200,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２７年１月分）
350,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２７年２月分）
700,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立毛馬保育所および御幸保育所にかかる賄材料費（１月分）の支出について
1,332,230

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用ドラム／トナーカートリッジ外２点購入経費の支出について
68,655

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支払について（12月分）
25,560

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
389,860

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
89,551

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
243,010

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
56,308

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
159,924

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
838

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　広告料 相続財産管理人選任申立にかかる家事予納金（官報広告料）の支出について
3,775

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１２月分）の支出について
38,200

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（引越料１２月分）の支出について
109,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１２月分）の支出について
36,350

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１２月分）の支出について
54,501

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１２月分）の支出について
20,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食・教材費１２月分）の支出について
95,356

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費１２月分）の支出について
3,638

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食・教材費１２月分）の支出について
81,660

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食・教材費１２月分）の支出について
5,936

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（教材費１月分）の支出について
720

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費１０・１１・１２月分）の支出について
293,872

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１２・１月分）の支出について
33,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１２月分）の支出について
1,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代９月分）の支出について
5,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１２月）の支出について
4,500

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
86,220

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１２月分）の支出について
4,320

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
213,220

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（医師）１２月分の支出について
448,020

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
30,616

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
35,018

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
43,429

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
7,818

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
143,931

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
22,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
8,880

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
13,130

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
16,080

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
20,850

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
19,950

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
15,900

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
19,950
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都島区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
14,852

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
23,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
12,030

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
35,534

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
16,148

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
39,436

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
16,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
14,100

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
16,680

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 母子生活支援施設への入所同行にかかる管外出張旅費の支出について
6,240

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業にかかる医療費の支出について
17,635

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業にかかる医療費の支出について
40,941

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
7,194

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
5,200

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
2,321

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成事業にかかる医療費の支出について
842,711

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業にかかる医療費の支出について
93,417

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
6,382

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
11,129

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
170

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
358

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について　（第４四半期　NO1）
1,786,500

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子寡婦福祉貸付金の支出について　（第４四半期分）
162,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
2,960

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター分館事務用・研修用市内出張交通費の支出について（平成26年12月分）
4,940

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（12月分）
1,632

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（12月分）
30,469

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（12月分）
3,449

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（12月分）
32,265

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（12月分）
328

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法及び児童福祉法にかかる障がい福祉サービス等給付費の支出について
2,753

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法及び児童福祉法にかかる障がい福祉サービス等給付費の支出について
3,533

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
88,848

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）60号（1004）
19,500

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）61号（1003）
10,500

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）62号(1001)
10,500

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）59号（1011）
85,330

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（12月分）
696

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（12月分）
410

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（12月分）
3,190

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護及び住宅手当措置事務用郵便料金後納料の支出について（１２月分）
420

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費等の支出について（１２月分）
1,710

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当事務用コピー代金の支出について（１２月分）
22,904
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都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護及び住宅手当措置事務用郵便料金後納料の支出について（１２月分）
380,721

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護事務用郵便料金後納料の支出について（１２月分）
31,472

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１２月分）の支出について
14,200

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１２月分）の支出について
43,100

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（引越料１２月分）の支出について
69,120

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１２月分）の支出について
41,200

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ１２月分）の支出について
49,920

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費１２月分）の支出について
34,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費１２月分）の支出について
30,480

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（住宅改修費）の支出について
8,673

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（住宅改修費）の支出について
1,070

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１２・１月分）の支出について
11,160

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１１・１月分）の支出について
10,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１１・１２月）の支出について
4,620

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
40,582

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
22,846

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料１２月分）の支出について
2,160

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１月分）の支出について
11,200

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
230,556

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
224,216

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉センター分館事務用・研修用市内出張交通費の支出について（平成26年12月分）
1,280

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（12月分）
328

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（12月分）
1,678

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（12月分）
820

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（12月分）
246

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（12月分）
7,990

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業（グループワーク）に係る講師料の支出について（12月分）
18,460

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業に係る講師料の支出について（12月分）
10,320

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業に係る講師料の支出について（12月分）
10,320

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉センター分館事務用・研修用市内出張交通費の支出について（平成26年12月分）
1,340

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（12月分）
2,180

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（12月分）
17,392

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（12月分）
1,474

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（12月分）
410

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（12月分）
13,786

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（12月分）
17,732

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（12月分）
3,526

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（12月分）
3,270

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業の委託料の支払いについて（保育ママ桜の宮ベビーセンター　12月分）
1,213,750

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度小規模保育事業（小規模保育）の委託料の支出について（小規模保育所　あい・あい保育園桜ノ宮園　12月分）
1,128,130

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業の委託料の支出について（保育ママきらきらBaby都島北通園　12月分）
1,008,850

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業委託契約料の支出について（保育ママエンジェルキッズ都島園　12月分）
654,090

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業の委託料の支出について（保育ママきらきらBaby都島園　12月分）
1,025,350

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度小規模保育事業（小規模保育）の委託料の支出について（小規模保育所　子ロバ乳児園　12月分）
2,423,880

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（12月分）
3,692

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（12月分）
656

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（12月分）
21,394

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（12月分）
11,000
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都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（12月分）
992

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費等の支出について（平成26年12月分）
600

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課介護保険事務用郵便料金後納料の支出について（12月分）
48,620

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課介護保険事務用郵便料金後納料の支出について（12月分）
16,406

都島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（12月分）
916

福島区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年11月分　区役所事業用電話料金の支出について（専用回線分）
21,020

福島区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年11月分　区役所事業用電話料金の支出について（市民局証明書発行システム分）
3,815

福島区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 衆議院議員総選挙にかかる投票管理者及び立会人の昼食・夕食弁当配達にかかる経費の支出について
173,250

福島区役所 総務課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年12月分（2回目）　小口支払基金繰入金の支出について
4,391

福島区役所 総務課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 平成26年12月分（2回目）　小口支払基金繰入金の支出について
16,200

福島区役所 総務課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分（2回目）　小口支払基金繰入金の支出について
11,900

福島区役所 総務課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成26年12月分（2回目）　小口支払基金繰入金の支出について
1,000

福島区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 平成26年12月14日執行衆議院議員総選挙等開票事務にかかる深夜帰宅用タクシー代の支出について
1,240

福島区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 衆議院議員総選挙用　職員送致等用タクシー借入（福島・鷺洲・海老江東）経費の支出について
18,990

福島区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙用　従事職員宿泊用寝具の借上及び同経費の支出について
19,440

福島区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業及び特別支援教育サポート事業に係る謝礼金の支出について(平成26年12月)
114,000

福島区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業及び特別支援教育サポート事業に係る謝礼金の支出について(平成26年12月)
122,000

福島区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区広報紙「広報ふくしま」企画編集にかかる委託料の支出について（平成26年5月号～平成27年4月号）1月号
113,400

福島区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 衆議院議員総選挙用　投票所資材搬入搬出作業用自動車の借上経費の支出について
286,200

福島区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成26年12月分（3回目）　小口支払基金繰入金の支出について
1,000

福島区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　印刷製本費 平成26年12月分（3回目）　小口支払基金繰入金の支出について
756

福島区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院選挙にかかる報酬ならびに民間従事者への報償金の支出について
743,000

福島区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院選挙にかかる報酬ならびに民間従事者への報償金の支出について
511,966

福島区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成26年度　福島区広報紙「広報ふくしま」印刷業務にかかる印刷製本費の支出について（平成26年5月号～平成27年4月号）1月号分
247,757

福島区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年12月分　庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成25年3月～平成29年2月）
15,941

福島区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年12月分　庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成26年3月31日～平成30年2月）
114,256

福島区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年12月分　福島区役所庁内情報利用端末機等一式長期借入経費の支出について（平成25年3月～平成29年2月）
25,164

福島区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 衆議院議員総選挙用　職員送致等用タクシー借入（玉川・海老江西）経費の支出について
25,200

福島区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年1月分　小口支払基金繰入金の支出について
1,583

福島区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度第3四半期分　区役所事務参考用読売新聞の購入経費の支出について
12,111

福島区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度第3四半期分　区役所事務参考用朝日新聞の購入経費の支出について
12,111

福島区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度第3四半期分　区役所事務参考用産経新聞の購入経費の支出について
12,111

福島区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度第3四半期分　区役所事務参考用毎日新聞の購入経費の支出について
12,111

福島区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年12月分　大阪市福島区役所庁舎機械警備業務委託長期継続経費の支出について（平成25年7月契約分）
36,288

福島区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区広報紙「広報ふくしま」全戸配布業務にかかる委託料の支出について（平成26年4月号～平成27年3月号）１月号分
329,407

福島区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年12月分　福島区役所窓口案内業務委託（平成26年11月～平成27年3月）にかかる経費の支出について
162,210

福島区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度第3四半期分　福島区役所自動扉保守点検業務委託の実施及び同経費の支出について
45,360

福島区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年12月分　福島区役所宿日直用寝具一式の借入経費の支出について
10,044

福島区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年度市長感謝状贈呈式にかかる後納郵便料金（12月分）の支出について
1,025

福島区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員総選挙にかかる後納郵便料金（１２月分）の支出について
1,893,961

福島区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分　児童・高齢者虐待連絡用携帯電話料金の支出について
3,049

福島区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分　区役所事業用電話料金の支出について（機械警備分）
760

福島区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２６年全国消費実態調査にかかる調査員報酬の支出について
256,740

福島区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙用　投光器の借上及び同経費の支出について
8,640

福島区役所 総務課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 公務災害療養補償請求にかかる其他委員等報酬（災害補償金）の支出について（平成26年11月・12月分）
159,734

福島区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年12月分　総務課・衆議院議員選挙用市内出張交通費の支出について
10,572

福島区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年11月分　総務課・衆議院議員選挙用市内出張交通費の支出について
11,590

福島区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年12月分　区役所事業用及び衆議院議員総選挙用コピー代金の支出について
74,458
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福島区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年12月分　区役所事業用コピー代金の支出について
10,661

福島区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分　窓口サービス課・総務課用後納郵便料金の支出について
81,846

福島区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年12月分　庁舎維持管理用一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について
5,346

福島区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年12月分　大阪市福島区役所庁舎清掃業務委託長期継続経費の支出について（平成25年3月契約分）
475,200

福島区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 平成26年12月分　総務課・衆議院議員選挙用市内出張交通費の支出について
3,700

福島区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 平成26年11月分　総務課・衆議院議員選挙用市内出張交通費の支出について
1,530

福島区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 平成26年12月分　区役所事業用及び衆議院議員総選挙用コピー代金の支出について
21,115

福島区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員総選挙不在者投票事務にかかる後納郵便料金（１２月分）の支出について
101,491

福島区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報紙用等郵送業務にかかる通信運搬費の支出について（12月分）
1,680

福島区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報紙用等郵送業務にかかる通信運搬費の支出について（12月分）
3,284

福島区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費支払準備金の支出について（1月分）
150,000

福島区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支払準備金の支出について（1月分）
450,000

福島区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金（一般分）平成２７年１月分の支出について
100,000

福島区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金（退職分）平成２７年１月分の支出について
20,000

福島区役所 窓口サービス課 平成27年01月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（12月分2回目･口座払）
73,865

福島区役所 窓口サービス課 平成27年01月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険　出産育児一時金の支出について(12月分2回目・口座払)
368,758

福島区役所 窓口サービス課 平成27年01月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(退職)の支出について(12月分2回目･口座払）
26,922

福島区役所 窓口サービス課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）業務にかかる市内出張交通費の支出について（１１月分）
1,690

福島区役所 窓口サービス課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金口座払いの支出について
135,865

福島区役所 窓口サービス課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保険年金担当における交通費の支出について（平成２６年１２月分）
320

福島区役所 窓口サービス課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当における交通費の支出について（平成２６年１２月分）
300

福島区役所 窓口サービス課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当における交通費の支出について（平成２６年１２月分）
1,080

福島区役所 窓口サービス課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分　小口支払基金繰入金の支出について
10,200

福島区役所 窓口サービス課 平成27年01月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（1月分1回目･口座払）
156,299

福島区役所 窓口サービス課 平成27年01月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険　葬祭費の支出について（1月分1回目・口座払）
300,000

福島区役所 窓口サービス課 平成27年01月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成26年12月分　保険年金事業用コピー料金の支出について
7,212

福島区役所 窓口サービス課 平成27年01月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金口座払いの支出について
226,397

福島区役所 窓口サービス課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分　小口支払基金繰入金の支出について
16,400

福島区役所 窓口サービス課 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学通知書等の送付にかかる後納郵便料金（１２月分）の支出について
53,652

福島区役所 窓口サービス課 平成27年01月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険　出産育児一時金の支出について(1月分1回目・口座払)
390,000

福島区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険等事務用後納郵便経費の支出について（平成26年度12月分）
1,765

福島区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険等事務用後納郵便経費の支出について（平成26年度12月分）
236,147

福島区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険等事務用後納郵便経費の支出について（平成26年度12月分）
401,710

福島区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険等事務用後納郵便経費の支出について（平成26年度12月分）
43,902

福島区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当後期高齢者医療事務用後納郵便経費の支出について（平成26年12月分）
679

福島区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険等事務用後納郵便経費の支出について（平成26年度12月分）
27,472

福島区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当後期高齢者医療事務用後納郵便経費の支出について（平成26年12月分）
6,692

福島区役所 市民協働課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分２回目）
2,064

福島区役所 市民協働課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分２回目）
1,512

福島区役所 市民協働課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分２回目）
1,200

福島区役所 市民協働課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 花づくり広場の運営に係る電気使用料の支出について（12月分）
561

福島区役所 市民協働課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯カメラ設置事業用　防犯カメラ（無線ＬＡＮ対応）の購入経費の支出について
1,047,600

福島区役所 市民協働課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課職員市内出張交通費の支出について(平成２６年１２月分)
6,970

福島区役所 市民協働課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 福島区ぼうさいあんぜんマップの作成経費の支出について
73,440

福島区役所 市民協働課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 地域防災対策事業にかかる防災服のクリーニング代の支払いについて
11,361

福島区役所 市民協働課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 成人の日記念のつどい関係事業にかかるプログラム作成の支出について
43,200

福島区役所 市民協働課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 放置自転車啓発チラシにかかる印刷製本費の支出について
27,000

福島区役所 市民協働課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分３回目）
1,456



平成26年度（平成27年01月）　公金支出情報

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

福島区役所 市民協働課 平成27年01月21日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 電気自動車からの電力供給による避難所の電源確保のための「日産リーフ」長期継続リース契約に基づくリース料の支払いついて（平成２６年１２月分）
38,880

福島区役所 市民協働課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分１回目）
1,615

福島区役所 市民協働課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり担当業務にかかる通信運搬費の支出について（12月分）
614

福島区役所 市民協働課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分１回目）
8,640

福島区役所 市民協働課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり担当業務にかかる通信運搬費の支出について（12月分）
36,498

福島区役所 市民協働課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる防災情報システム用消耗品（ＧＸカートリッジ）の購入経費の支出について
23,965

福島区役所 市民協働課 平成27年01月26日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 役務費　損害保険料 高機能普通充電設備（ＥＶパワーステーション）用、動産総合保険料の支払いについて
16,000

福島区役所 市民協働課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度福島区地域住民による安心・安全・快適駅前構築モデル事業にかかる業務委託料の支出について(12月分)
194,000

福島区役所 市民協働課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市福島区における新たな地域コミュニティ支援事業に係る委託料の支出について（第４四半期分）
3,775,078

福島区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルームにかかる講師謝礼の支出について（12月分）
33,000

福島区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援担当にかかる後納郵便料金の支出について（12月分）
2,518

福島区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる後納郵便料金の支出について（１２月分）
246

福島区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる後納郵便料金の支出について（１２月分）
82

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年１２月分ＢＣＧ医師報償金の支出について
24,890

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費（特別保育用）１月分の支出について
10,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立野田保育所消耗品費事業資金（通常保育用）１月分の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費事業資金（通常保育用）１月分の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
59,986

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
36,798

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
49,138

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
294,202

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 介護予防地域健康講座、及び地域情報発信事業用印刷製本費の支出について
56,160

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成26年11月分保健福祉課事務用コピー代金の支出について
26,512

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金(窓口1月分)の支出について
130,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ハッピーママ＆プレママ用講師料の支出について（平成26年12月分）
10,400

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　こども医療費療養費１月支給分の支出について
83,280

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１１月分）
20,600

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１１月分）
20,600

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１１月分）
35,408

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１０月分）
17,030

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
64,800

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
215,380

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
194,646

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
8,455

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　重度障がい者医療費療養費１月支給分の支出について
331,962

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　一部負担金相当額等一部助成費１月支給分の支出について
115,539

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
1,771

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　こども医療費療養費１月支給分の支出について（その２）
122,155

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　ひとり親家庭医療費療養費１月支給分の支出について
9,719

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
406

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区役所庁舎を活用した子育て支援事業にかかる講師謝礼１２月分の支出について
43,260

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年11月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
320

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　印刷製本費 平成２６年度地域福祉活動の啓発にかかるパンフレットの印刷製本費の支出について
79,999

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
22,542

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
278,977

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
155,942

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
110,401
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福島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 平成26年11月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
500

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成26年11月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
1,480

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成26年11月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
1,040

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成26年11月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
2,160

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成26年11月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
360

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年12月分乳幼児健診等にかかる報償金の支出について
11,160

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年12月分乳幼児健診等にかかる報償金の支出について
393,060

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
104,836

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉講師料平成26年12月分の支出について
28,480

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
7,788

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
4,040

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
734

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　重度障がい者医療費療養費１２月支給分の支出について（口座不能分）
26,250

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
34,898

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
67,249

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
36,250

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
2,358

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
103,505

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１１月分）
5,200

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
40,824

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（１２月分）
16,200

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（１２月分）
3,638

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（１２月分）
18,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費及び教材代の支出について（9月～12月分）
17,500

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（１２月分）
25,823

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護介護扶助にかかる福祉用具購入及び住宅改修にかかる自己負担金の支出について
54,150

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
22,846

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
15,510

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,400

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,300

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
2,600

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
224,020

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
179,632

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
56,400

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険事業用住宅改修理由書作成費の支出について　（計１件）
2,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 保健福祉課（運営・保健活動）用　市内出張旅費の支出について（平成２６年１２月分）
480

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（運営・保健活動）用　市内出張旅費の支出について（平成２６年１２月分）
8,730

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年12月分）
574

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年12月分）
492

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　区役所庁舎を活用した子育て支援事業（フッピィキッズルーム事業）の業務委託経費の支出について（第4四半期分）
675,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
55,439

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる２月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
6,013,276

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１０月～１１月分）
9,005

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる２月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
3,557,392

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護にかかる２月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
41,080

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護にかかる２月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
80,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護にかかる２月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
300,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年12月分）
584
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福島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年12月分）
328

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（運営・保健活動）用　市内出張旅費の支出について（平成２６年１２月分）
450

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年12月分）
690

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年12月分）
174

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年12月分）
164

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年12月分）
1,066

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年12月分）
480

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年12月分）
3,084

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年12月分）
82

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　こども医療費療養費１月分支給分の支出について（口座不能分）
2,029

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成26年12月分）
22,946

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 大阪市母子福祉貸付金　修学資金・技能習得資金第４四半期分の支出について
4,429,500

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 大阪市母子福祉貸付金　修学資金・就学支度資金の支出について
568,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費（１月分）の支出について
1,425,290

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 ふくしま暮らし支え合いシステム事業の実施にかかる経費の支出について（4回目・第4四半期分）
996,730

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　重度障がい者医療費療養費１月支給分の支出について（その２）
212,754

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　一部負担金相当額等一部助成費１月支給分の支出について（その２）
13,138

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の支出について（保育ママ　育　福島園）（１２月分）
1,109,790

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業にかかる委託料の支出について（ほっこりひばり保育園）（１２月分）
1,665,590

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の支出について（保育ママきららえびえ保育園）（１２月分）
911,200

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の支出について（保育ママ　育　福島東園）（１２月分）
1,148,900

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の支出について（保育ママ　KIDSROOM　Baby-bee ふくしま園）（１２月分）
1,033,930

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業にかかる委託料の支出について（あい・あい保育園中之島園）（１２月分）
1,190,520

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（１２月分）
14,705

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護介護扶助にかかる福祉用具購入にかかる自己負担金の支出について
3,990

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
2,600

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
22,454

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　こども医療費療養費１月支給分の支出について（その３）
72,124

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 介護保険・高齢者福祉事務用市内出張交通費の支出について　平成26年12月分
360

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
188,824

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
394,585

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ハッピーママ＆プレママ用講師料の支出について（平成27年1月分）
10,400

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年11月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
1,880

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年11月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
360

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年11月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
1,050

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
280

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 平成26年11月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
720

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 平成26年11月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
560

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
738

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成26年11月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
1,520

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成26年11月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
840

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成26年11月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
600

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成26年11月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
240

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
4,624

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年12月分
164

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年12月分
410

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年12月分
410

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
720
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福島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分生活保護業務にかかる料金後納郵便代金の支出について
151,020

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座（壮年）講師料の支出について（平成27年1月13日分）
9,280

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成26年11月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
1,360

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
28,850

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
92

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
13,224

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
14,180

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
5,340

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 平成26年11月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
240

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
2,152

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
2,962

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　受取人　平成26年12月分
8,566

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年12月分
29,607

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年12月分
594

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 平成26年11月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
240

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年12月分
664

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年12月分
82

福島区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成26年12月分
3,699

此花区役所 総務課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所・此花区民ホール　一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（１１月分）
692

此花区役所 総務課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所・此花区民ホール　一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（１１月分）
3,387

此花区役所 総務課 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 此花区役所・此花区民ホール　一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（１１月分）
258

此花区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （一般管理事務用）平成２６年１１月分　コピー代金の支出について（請求書６通）
127,277

此花区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　電話料金の支出について　平成26年12月分　払込書１通
21,084

此花区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　電話料金の支出について　平成26年12月分　払込書１通
3,815

此花区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 （一般管理経費）カラ―プリンター保守業務にかかる委託料の支出について
4,428

此花区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 （衆議院議員選挙用）投票所施設借上経費の支出について
40,000

此花区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （一般管理経費用）物品棚の購入経費の支出について
210,708

此花区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 （衆議院選挙用）選挙当日用弁当の購入経費の支出について
141,900

此花区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 （衆議院選挙用）資材搬入・搬出業務経費の支出について
348,138

此花区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 （一般管理用）電気料金の支出について（12月分）
813,088

此花区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 （区庁舎設備維持用）３階給湯室照明の修繕経費の支出について
33,156

此花区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 （一般管理用）電気料金の支出について（12月分）
5,297

此花区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 （衆議院選挙用）ラミネートフィルムの購入経費の支出について
26,028

此花区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 （衆議院議員選挙用）トラテープ外23点の購入経費の支出について
188,328

此花区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 （衆議院議員選挙用）かご外3点の購入経費の支出について
29,268

此花区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 （衆議院議員選挙用）バリアスロープの購入経費の支出について
15,206

此花区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 （衆議院議員選挙用）プリンタートナー購入にかかる経費の支出について
32,832

此花区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 （衆議院議員選挙用）投・開票事務従事者宿泊施設使用料の支出について
76,400

此花区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 （衆議院選挙用）宿直職員用寝具借上経費の支出について
9,072

此花区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 （衆議院選挙用）投票所仮設照明借上経費の支出について
154,980

此花区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 （衆議院議員選挙用）投票所必要物品借上経費の支出について
61,560

此花区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 （衆議院議員選挙用）投票所送致等タクシー契約にかかる経費の支出について
132,000

此花区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 （衆議院議員選挙用）投票所送致等タクシー契約にかかる経費の支出について
35,280

此花区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年全国消費実態調査にかかる調査員報償金の支出について
256,740

此花区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計業務にかかる市内出張交通費の支出について（平成26年11・12月分）
3,200

此花区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 （衆議院選挙用）期日前投票期間中用弁当購入にかかる経費の支出について(33名分）
54,450

此花区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員総選挙にかかるタクシー代の支出について
8,180

此花区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン用カラープリンタ借入（再リース）にかかる経費の支出について（平成26年12月分）
7,221
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此花区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 平成26年工業統計調査にかかる事務物品購入費用の支出について
11,910

此花区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張旅費12月分【総務課・市民協働課・窓口サービス課・保健福祉課】の支出について
20,380

此花区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 市内出張旅費12月分【総務課・市民協働課・窓口サービス課・保健福祉課】の支出について
5,950

此花区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所庁舎清掃業務委託にかかる委託料の支出について（平成26年12月分）
397,140

此花区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務・啓発・衆議院選挙用）の支出について（平成26年12月分）
1,298

此花区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務・啓発・衆議院選挙用）の支出について（平成26年12月分）
3,772

此花区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務・啓発・衆議院選挙用）の支出について（平成26年12月分）
1,806,114

此花区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張旅費　１０月分【総務課・市民協働課・窓口サービス課・保健福祉課】の支出について
52,340

此花区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年１２月分　コピー代金の支出について（請求書６通）
118,966

此花区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （一般管理事務用）ロッカー鍵購入にかかる経費の支出について
756

此花区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
1,844

此花区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 （区庁舎設備維持用）2階倉庫内水漏修繕にかかる経費の支出ついて
30,240

此花区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
5,200

此花区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（総合調整事務用）の支出について（平成26年12月分）
20,564

此花区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（総務課・統計調査事務用）の支出について（平成26年12月分）
2,110

此花区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（総合調整事務用）の支出について（平成26年12月分）
34,014

此花区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
530

此花区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 カラ―プリンター保守業務の委託にかかる支出について（平成26年12月分）
4,428

此花区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所・此花区民ホール　一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（１２月分）
4,372

此花区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所窓口案内従事者派遣経費の支出について（12月分）
147,960

此花区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所・此花区民ホール　一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（１２月分）
604

此花区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器　一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
51,342

此花区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式借入　長期契約にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
123,661

此花区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（総務課・統計調査事務用）の支出について（平成26年12月分）
410

此花区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
3,080

此花区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 此花区役所・此花区民ホール　一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（１２月分）
225

此花区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
1,485

此花区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
7,097

此花区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
7,708

此花区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 （衆議院議員選挙用）個人演説会にかかる会場使用料の支出について
43,100

此花区役所 市民協働課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度此花区民ホール管理運営業務代行料の支出について（第４四半期分）
4,587,043

此花区役所 市民協働課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度此花区コミュニティ育成事業にかかる委託料の支出について（第４四半期分）
1,773,320

此花区役所 市民協働課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区広報紙「広報このはな」全戸配布業務委託料の支出について（平成26年12月号分）
333,824

此花区役所 市民協働課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民の安全確保の防犯対策事業にかかるワイヤーロックキー購入経費の支出について
78,400

此花区役所 市民協働課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 校区教育協議会－はぐくみネット－事業にかかる講師謝礼金の支出について（9月分）
15,000

此花区役所 市民協働課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 此花区広報紙「広報このはな」印刷経費の支出について（平成26年12月号分）
348,451

此花区役所 市民協働課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 校区教育協議会－はぐくみネット－事業にかかる講師謝礼金の支出について（11月分）
5,000

此花区役所 市民協働課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 校区教育協議会－はぐくみネット－事業にかかる講師謝礼金の支出について（11月分）
5,000

此花区役所 市民協働課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 校区教育協議会－はぐくみネット－事業にかかる講師謝礼金の支出について（11月分）
5,000

此花区役所 市民協働課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる梅香小学校「スカイプ講座」報償金の支出について
87,600

此花区役所 市民協働課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 このはなガイドマップ作成にかかる経費の支出について
399,978

此花区役所 市民協働課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 此花区民ホール等にかかる消防設備修繕経費の支出について
53,153

此花区役所 市民協働課 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 此花区民ホール等にかかる消防設備修繕経費の支出について
30,007

此花区役所 市民協働課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる「エンターテイメントクラブ」報償金の支出について
27,060

此花区役所 市民協働課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民の安全確保の防犯対策事業にかかる防犯カメラ設置にかかる経費の支出について
9,180

此花区役所 市民協働課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発事業にかかる啓発物品購入経費の支出について
276,480

此花区役所 市民協働課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる此花区内３中学校　校外巡回「声かけ」事業委託経費の支出について（平成２６年１１月分）
120,074

此花区役所 市民協働課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 区民の安全確保の防犯対策事業にかかる防犯カメラ設置にかかる経費の支出について
90,720
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此花区役所 市民協働課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（１２月分　６６～６９）
3,024

此花区役所 市民協働課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（１２月分　６６～６９）
1,300

此花区役所 市民協働課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（１２月分　６６～６９）
900

此花区役所 市民協働課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　此花区民体育・レクリエーション活動功労者表彰式にかかる会場使用料の支出について
35,532

此花区役所 市民協働課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる「親向け講座」報償金の支出について（此花中校区）
14,200

此花区役所 市民協働課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民の安全確保の防犯対策事業にかかる消耗物品購入経費の支出について（キャノンインク他）
51,991

此花区役所 市民協働課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 正蓮寺川・六軒家川環境整備推進協議会にかかる録記反訳業務経費の支出について
28,350

此花区役所 市民協働課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区広報紙「広報このはな」編集業務委託料の支出について（平成27年1月号分）
124,200

此花区役所 市民協働課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 人権啓発推進事業にかかる会場使用料の支出について
103,680

此花区役所 市民協働課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯事業に係る電話料金の支出について（平成26年12月分）
6,367

此花区役所 市民協働課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）事業にかかる講師謝礼金の支出について（１１月分）
20,000

此花区役所 市民協働課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 PTA・社会教育関係団体対象学習会にかかる報償金の支出について
35,000

此花区役所 市民協働課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度　ＭＫＢプロジェクト事業の消耗品購入経費にかかる支出について
24,840

此花区役所 市民協働課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区広報紙事業用　メール便利用料の支出について（平成26年12月分）
3,198

此花区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる英語教育実践講座報償金の支出について（１２月分）
72,000

此花区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業　サポーター報償金の支出について（１２月分）
121,540

此花区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 此花区広報紙「広報このはな」印刷委託料の支出について（平成27年1月号分）
199,800

此花区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 映像等による魅力発信事業用　ワイヤレスネットワーク通信料の支出について（平成26年12月分）
4,716

此花区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
82

此花区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
1,370

此花区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
2,378

此花区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
41,280

此花区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
2,214

此花区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
140

此花区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
5,924

此花区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成27年1月分　国民健康保険 葬祭費の前渡資金の支出について
50,000

此花区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成27年1月分　国民健康保険 出産育児一時金の前渡資金の支出について
840,000

此花区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等に係る還付金　１月分支払資金の支出について
30,000

此花区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等に係る還付金　１月分支払資金の支出について
20,000

此花区役所 窓口サービス課 平成27年01月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
2,390

此花区役所 窓口サービス課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市此花区役所住民情報業務等委託契約にかかる経費の支出について（長期継続契約）平成２６年１１月分
2,183,122

此花区役所 窓口サービス課 平成27年01月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険 出産育児一時金の支出について（平成２６年１２月分）
840,000

此花区役所 窓口サービス課 平成27年01月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（平成26年12月申請分）
422,805

此花区役所 窓口サービス課 平成27年01月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険 葬祭費の支出について（平成２６年１２月分）
500,000

此花区役所 窓口サービス課 平成27年01月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険 葬祭費の支出について（平成２６年１２月分）
400,000

此花区役所 窓口サービス課 平成27年01月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険 出産育児一時金の支出について（平成２６年１２月申請分）
212,360

此花区役所 窓口サービス課 平成27年01月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（平成26年12月申請分）
3,850

此花区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険 出産育児一時金の支出について（平成２７年１月申請分）
810,000

此花区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務にかかる料金後納郵便料金（１２月分）の支出について
59,626

此花区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用コピー代金（12月分）の支出について
2,665

此花区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（12月分）の支出について
3,576

此花区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学通知書一括送付にかかる料金後納郵便料金（１２月分）の支出について
104,751

此花区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用コピー代金（12月分）の支出について
1,334

此花区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（12月分）の支出について
196,812

此花区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（12月分保険担当返信用）の支出について
5,064

此花区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業等にかかる市内出張旅費の支出について（１２月分）
1,200

此花区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用コピー代金（12月分）の支出について
2,666

此花区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（12月分管理担当返信用）の支出について
29,179
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此花区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（12月分）の支出について
348,152

此花区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険 療養費　一般の支出について（平成26年12月分）
480,261

此花区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（12月分）の支出について
59,169

此花区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（12月分）の支出について
30,323

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,742

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立高見町保育所消耗品費の支出について(平成27年1月分）
10,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立酉島保育所消耗品費の支出について（平成27年1月分）
30,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立高見町保育所消耗品費の支出について(平成27年1月分）
30,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成２７年１月２６日実施子育て学習会にかかる周知用ポスター作製経費の支出について
30,780

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,895

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
11,748

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
324,691

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,117

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
21,600

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障がい者（児）住宅改修費の支出について（代理受領方式）
500,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
172,480

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
154,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
151,200

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
25,950

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
28,700

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
7,074

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
46,007

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
197,631

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
103,313

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
43,200

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
91,773

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
117,208

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
55,950

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
121,036

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による人工妊娠中絶に係る費用の支出について
104,930

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
24,840

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
410,610

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口１月分）の支出について
340,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる歯科医師・歯科衛生士報償金の支出について　　　　　　　　（平成26年12月分）
31,190

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
24,145

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
85,831

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種医師報償金の支出について（ＢＣＧ平成２６年１２月分）
24,890

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分－２）
204

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用経費等にかかる消耗品（ダブルクリップ外）購入経費の支出について
180,600

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 このはないきいき長生きプランにかかる健康ポイントカード事業記念品（反射デイバック外２点）購入経費の支出について
61,462

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用経費等にかかる消耗品（ダブルクリップ外）購入経費の支出について
810

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分－２）
6,091

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用経費等にかかる消耗品（ダブルクリップ外）購入経費の支出について
6,318

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用経費等にかかる消耗品（ダブルクリップ外）購入経費の支出について
12,208

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年１１月分　介護保険事務用コピー代金（単価契約）の支出について
11,021

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉資金貸付金の支出について（１～３月）
5,251,725

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
45,797

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
14,085
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此花区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
12,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
56,529

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
179,198

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
370,208

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
1,171,119

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 百歳高齢者への記念事業にかかる消耗品費の支出について
23,976

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 平成26年度　介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
16,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
200

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 このはないきいき長生きプランにかかる認知症予防講演会リーフレット印刷経費の支出について
40,176

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
500

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
329,470

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
10,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
15,500

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
15,500

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
97,200

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
194,469

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
171,225

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費２月分資金前渡金の支出について
16,000,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費２月分資金前渡金の支出について
5,500,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費２月分資金前渡金の支出について
200,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
278,026

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
61,937

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費の支出について
1,020

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費の支出について
12,990

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
46,980

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
51,660

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
109,042

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費２月分資金前渡金の支出について
300,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
458,540

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月）
2,460

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談事業（家族教室）にかかる講師の報償金の支出について（２６年１２月分）
10,700

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費の支出について（平成27年1月分）
1,218,680

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
62,208

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
890,774

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
376,316

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 乳幼児健診事業にかかる消耗品（子どもテーブル）購入経費の支出について
38,556

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用品購入経費の支出について
4,530

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費（平成２７年１月９日支払帳票作成分）の支出について
1,104,097

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
121,005

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費（平成２７年１月９日支払帳票作成分）の支出について
323,976

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用品購入経費の支出について
1,380

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用品購入経費の支出について
23,656

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用経費等にかかる市内出張交通費（１２月分）の支出について
5,310

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分－１）
29,316

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用経費等にかかる市内出張交通費（１２月分）の支出について
620

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分－１）
5,306

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費（平成２７年１月１４日支払帳票作成分）の支出について
247,408

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費（平成２７年１月１４日支払帳票作成分）の支出について
44,067
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此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度地域福祉担い手への研修にかかる講師謝礼の支出について（平成２７年１月１４日実施分）
24,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業にかかる後納郵便料（平成２６年１２月分）の支出について
356

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 めざせ平均寿命アップ！がん検診受診促進プロジェクトにかかる後納郵便料金（平成26年12月分）の支出について
536

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民政委員・児童委員費用弁償（第３四半期)にかかる口座不能による再支出について
7,275

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年１２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
1,350

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年１２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
164

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年１２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
976

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年１２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
2,706

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年１２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
15,966

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年１２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
420

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
1,066

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年１２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
1,394

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
82

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費の支出について
69,198

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年１２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
82

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人取扱にかかる委託料の支出について
163,989

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業にかかる料金後納郵便料１２月分の支出について
288,543

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業にかかる料金後納郵便料１２月分の支出について
38,175

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業にかかる後納郵便料（平成２６年１２月分）の支出について
338

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業にかかる後納郵便料（平成２６年１２月分）の支出について
1,010

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業にかかる後納郵便料（平成２６年１２月分）の支出について
902

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業にかかる後納郵便料（平成２６年１２月分）の支出について
656

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業にかかる後納郵便料（平成２６年１２月分）の支出について
104

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業にかかる後納郵便料（平成２６年１２月分）の支出について
710

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成26年１２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
584

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業にかかる後納郵便料（平成２６年１２月分）の支出について
7,915

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民政委員・児童委員費用弁償（第３四半期)にかかる口座不能による再支出について
7,275

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 平成26年１２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
246

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年１２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
16,020

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業にかかる後納郵便料（平成２６年１２月分）の支出について
164

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年１２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
5,706

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年１２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
9,034

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年１２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
1,066

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業における運営委託料の支出について（平成26年12月分）
903,300

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業における運営委託料の支出について（平成26年12月分）
1,169,400

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年１２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
328

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成26年１２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
6,438

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3歳児健診報償金（１２月分）の支出について
137,300

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３ヶ月児健診報償金（１２月分）の支出について
24,890

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室報償金（１２月分）の支出について
31,190

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 1歳6か月児健診報償金（１２月分）の支出について
87,270

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業にかかる後納郵便料（平成２６年１２月分）の支出について
13,944

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 平成26年１２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
10,172

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年１２月分　介護保険事務用コピー代金（単価契約）の支出について
5,572

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
50,524

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
2,822

此花区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
1,222

中央区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 中央区災害対策職員住宅電話使用料の支出について（１１月分）
3,038
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中央区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（１１月分）
1,850,915

中央区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料１１月分の支出について（市内等）
1,944

中央区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料１１月分の支出について（市内等）
292,247

中央区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（１１月分）
124,168

中央区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料１１月分の支出について（市内等）
174

中央区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料１１月分の支出について（市内等）
26,210

中央区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（１１月分）
43,458

中央区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料１１月分の支出について（市内等）
61

中央区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料１１月分の支出について（市内等）
9,173

中央区役所 総務課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 大阪市中央区役所１・３・５階照明器具補修工事の実施並びに同経費の支出について
31,320

中央区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中央区役所ケーブルテレビ使用料の支出について（１１月分）
3,780

中央区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入の実施並びに同経費の支出について（１２月分）
183,845

中央区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中央区役所デジタル印刷機長期借入の実施並びに同経費の支出について（１２月分）
9,504

中央区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン等長期借入の実施並びに同経費の支出について（１２月分）
22,680

中央区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分・内訳書決議番号３８）
1,620

中央区役所 総務課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分・内訳書決議番号１１９～１２０・２２１・３１６）
2,149

中央区役所 総務課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分・内訳書決議番号１１９～１２０・２２１・３１６）
1,066

中央区役所 総務課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分・内訳書決議番号１１９～１２０・２２１・３１６）
6,480

中央区役所 総務課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分・内訳書決議番号１１９～１２０・２２１・３１６）
4,838

中央区役所 総務課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度中央区総合庁舎産業廃棄物搬出処理業務の経費の支出について（１２月分）
11,432

中央区役所 総務課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）契約の締結並びに同経費の支出について（１２月分）
230,100

中央区役所 総務課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区内公共施設設置防犯カメラ保守点検管理業務委託の実施並びに同経費の支出について（１２月分）
156,600

中央区役所 総務課 平成27年01月15日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 衆議院議員総選挙等事務従事者用（選挙当日分）弁当等の調達の実施並びに同経費の支出について
165,000

中央区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（１２月分）
9,780

中央区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（１２月分）
877

中央区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（１２月分）
306

中央区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 衆議院議員総選挙事務にかかる市内出張旅費の支出について（12月分）
12,420

中央区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度中央区総合庁舎一般廃棄物搬出処理業務の経費の支出について（12月分）
6,797

中央区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 ２０１５年農林業センサスにかかる市内出張交通費（１１月分）の支出について
1,320

中央区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議院議員総選挙事務用消耗品（カイロ外15点）の購入経費の支出について
203,015

中央区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議院議員総選挙事務用ゴム印の作成経費の支出について
17,420

中央区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 衆議院議員総選挙事務用消耗品（カイロ外15点）の購入経費の支出について
7,128

中央区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙事務にかかる宿泊施設借上業務経費の支出について
36,000

中央区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用戸籍時報・大阪だより総索引経費の支出について
6,480

中央区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（１２月分）
47,080

中央区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（１２月分）
97,884

中央区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２６年全国消費実態調査にかかる調査員報酬の支出について
256,740

中央区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（１２月分）
3,468

中央区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（１２月分）
7,210

中央区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（１２月分）
2,523

中央区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（１２月分）
1,213

中央区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議院議員総選挙事務用ビニールシート経費の支出について
174,150

中央区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　印刷製本費 衆議院議員総選挙事務にかかる投票所変更案内チラシ経費の支出について
31,320

中央区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙事務にかかる石油ストーブの借上経費の支出について
24,408

中央区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 衆議院議員総選挙事務にかかる資材搬入及び撤収事務用自動車借上業務経費の支出について
385,560

中央区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 中央区役所地下駐車場西側入口スロープ床修理工事経費の支出について
426,600

中央区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料１２月分の支出について（市外）
103,658

中央区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料１２月分の支出について（市外）
9,296
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中央区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料１２月分の支出について（市外）
3,253

中央区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成２６年１２月１４日執行　衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる民間従事者の報酬・報償金・費用弁償の支出について
895,800

中央区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 平成２６年１２月１４日執行　衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる民間従事者の報酬・報償金・費用弁償の支出について
700,184

中央区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　費用弁償 平成２６年１２月１４日執行　衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる民間従事者の報酬・報償金・費用弁償の支出について
1,340

中央区役所 総務課 平成27年01月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 衆議院議員総選挙事務にかかるタクシー借上業務の実施並びに同経費の支出について
108,220

中央区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区役所植木剪定業務の実施並びに同経費の支出について
183,600

中央区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 中央区災害対策用職員住宅にかかる賃貸借の実施並びに同経費の支出について（2月分）
179,000

中央区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務事務用市内出張旅費の支出について（１２月分）
13,380

中央区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用料金後納郵便の支出について（１２月分）
135,921

中央区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（１２月分）
980

中央区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（１２月分）
164

中央区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中長期在留者住居地届出等事務にかかる申請書等発送用料金後納郵便の支出について（１２月分）
3,345

中央区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（１２月分）
893

中央区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成２６年経済センサス－基礎調査及び商業統計調査にかかる郵便料金（後納料金）【料金受取人払（調査票提出用）】の支出について（１２月分）
582

中央区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（選挙管理委員会東郵便局１２月分）の支出について
24,368

中央区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（選挙管理委員会東郵便局１２月分）の支出について
4,652

中央区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（選挙管理委員会東郵便局１２月分）の支出について
1,683,095

中央区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（選挙管理委員会南郵便局12月分）の支出について
1,277,173

中央区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙事務にかかる宿泊用寝具借上業務経費の支出について
36,000

中央区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙事務にかかるひざかけ毛布借上業務経費の支出について
24,343

中央区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙事務にかかる南投票所施設借上業務経費の支出について
162,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年１月分国民健康保険出産一時金及び葬祭費の支出について
100,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年１月分国民健康保険出産一時金及び葬祭費の支出について
450,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について
710,539

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金　一般１月分の支出について
300,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金　マル退１月分の支出について
30,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務用コピー代金の支出について（１１月分）
19,965

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について
7,179

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費の支出について
41,529

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（１２月第５回支給決定分）
86,540

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（１２月第６回支給決定分）
374,885

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分・決議番号５０６）
1,661

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について
127,190

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（１２月第８回支給決定分）
105,582

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（１２月第７回支給決定分）
957,826

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（１２月第３回支給決定分）
50,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（１２月第３回支給決定分）
390,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（１２月第８回支給決定分）
33,855

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市中央区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる所要経費の支出について（平成26年11月分支払い）
3,288,712

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月26日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について
121,320

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（１月第１回支給決定分）
141,131

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（１月第１回支給決定分）
150,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（１月第１回支給決定分）
390,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（１月第２回支給決定分）
285,100

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（１月第１回支給決定分）
22,598

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
7,134

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学事務にかかる就学通知書等発送用料金後納郵便の支出について（平成26年12月分）
60,278

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
89,840
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中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険収納・徴収事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
211,700

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険収納・徴収事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
109,703

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
20,729

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険収納・徴収事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
417,123

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険収納・徴収事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
358,683

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険資格・賦課事務用受取人払郵便料金の支出について（１２月分）
31,053

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
90,498

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
10,560

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用受取人払郵便料金の支出について（１２月分）
39,430

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
26,870

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
37,978

中央区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
12,935

中央区役所 市民協働課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯関係事業にかかる地域安全防犯業務用携帯電話利用料11月分の支出について
1,638

中央区役所 市民協働課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づくコピー代金（１１月分）の支出について
3,725

中央区役所 市民協働課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づくコピー代金（１１月分）の支出について
2,524

中央区役所 市民協働課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づくコピー代金（１１月分）の支出について
14,884

中央区役所 市民協働課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 中央区フラワープロジェクト事業にかかる消耗品の購入経費の支出について　（その３）
26,244

中央区役所 市民協働課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 緑化ボランティア育成支援事業（種から育てる地域の花づくり事業）にかかる消耗品の購入経費の支出について　（その７）
20,822

中央区役所 市民協働課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業に伴う講師謝礼金の支出について（大阪市立高津小学校　１２月実施分）
12,900

中央区役所 市民協働課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業に伴う講師謝礼金の支出について（中大江小学校　１１月実施分）
8,600

中央区役所 市民協働課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業（家庭教育）大阪市立聴覚特別支援学校　ＰＴＡ主催に係る講師謝礼金の支出について
4,300

中央区役所 市民協働課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業（家庭教育）大阪市立銅座幼稚園ＰＴＡ主催に係る講師謝礼金の支出について
8,600

中央区役所 市民協働課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業にともなう講師謝礼金の支出について（愛珠幼稚園　１２月分）
6,200

中央区役所 市民協働課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館会館管理運営事業にかかる指定管理者への業務代行料の支出について（平成26年度第４四半期分）
8,017,986

中央区役所 市民協働課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権啓発推進事業　人権週間講演会に係る一時保育謝礼の支出について
19,840

中央区役所 市民協働課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害時避難所開設にかかる消耗品購入経費の支出について
207,360

中央区役所 市民協働課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全運動関係事業にかかる啓発物品の購入経費の支出について
8,078

中央区役所 市民協働課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　発達障がいサポート事業に伴うサポーターに係る報償費の支出について（１２月分）
161,920

中央区役所 市民協働課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度 放置自転車規制警備業務委託料の支出について（１２月分）
884,520

中央区役所 市民協働課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災関係事業にかかる備品及び消耗品購入経費の支出について
14,947

中央区役所 市民協働課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度 啓発指導員による放置自転車対策業務委託料の支出について（１２月分）
987,000

中央区役所 市民協働課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 防災関係事業にかかる備品及び消耗品購入経費の支出について
218,700

中央区役所 市民協働課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づくコピー代金（１２月分）の支出について
4,937

中央区役所 市民協働課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づくコピー代金（１２月分）の支出について
12,499

中央区役所 市民協働課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づくコピー代金（１２月分）の支出について
3,710

中央区役所 市民協働課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度中央区コミュニティ育成事業の支出について（第４回目）
2,348,743

中央区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度成人の日記念のつどい開催にかかる手話通訳の派遣及び謝礼について
13,200

中央区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ミナミの繁華街を中心とした地域安全対策事業にかかる啓発物品の購入経費の支出について
321,840

中央区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域安全防犯関係事業にかかる防犯啓発物品の印刷経費の支出について
239,976

中央区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 ミナミの繁華街を中心とした地域安全対策事業にかかる「中央区安心安全サポーター認定証」の印刷経費の支出について
41,796

中央区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 成人の日記念のつどい事業にかかる料金後納郵便料金の支出について（１２月分）
23,808

中央区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民活動支援グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（１２月分）
1,562

中央区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民活動支援グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（１２月分）
17,252

中央区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 市民活動支援グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（１２月分）
6,970

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
38,539

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成26年度市立保育所消耗品費（特別保育用）の支出について（1月分）
10,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当の未支払い請求にかかる支払について(6月分から8月分)
30,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成26年度市立保育所消耗品費（通常保育用）の支出について（1月分）
30,000
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中央区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１１月分）
4,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１１月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１１月分）
4,367

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１１月分）
4,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１１月分）
1,100

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１１月分）
100

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１１月分）
1,200

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１１月分）
400

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
56,843

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
20,278

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
71,965

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
33,389

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
280,426

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
89,080

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
23,517

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
13,750

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
24,400

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
31,550

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１１月分）
300

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１１月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１１月分）
2,500

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１１月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１１月分）
500

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１１月分）
3,500

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１１月分）
800

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月06日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１１月分）
500

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１１月分）
100

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１１月分）
800

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第３四半期）の支払いについて（玉造地区）
105,600

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第３四半期）の支払いについて（個人口座振込分）
607,525

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第３四半期）の支払いについて（島之内地区）
83,775

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第３四半期）の支払いについて（桃谷地区）
69,225

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
56,745

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費）の支出について
3,600

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
5,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
244,416

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第３四半期）の支払いについて（島之内地区）
80,025

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第３四半期）の支払いについて（玉造地区）
101,850

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第３四半期）の支払いについて（個人口座振込分）
565,025

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第３四半期）の支払いについて（桃谷地区）
65,475

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見にかかる大阪市長審判請求の診断書料の支出について
5,800

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口１月分）の支出について
315,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月09日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金修学資金の支出について（第１・２四半期分）
486,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域福祉アクションプラン　子育て支援はぐ・スマイル主催「乳幼児のための救急と防災」にかかる講師謝礼の支出について
6,500

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
145,881

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
64,513

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
233,065
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中央区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
63,508

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
8,384

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
14,085

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
56,400

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
26,200

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
10,920

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
11,519

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
31,320

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費・教材代）の支出について
93,892

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（福祉用具購入費）の支出について
8,640

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
5,400

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
14,600

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
18,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
5,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
22,400

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
9,050

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
6,740

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
15,420

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
8,366

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
41,900

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費・教材代）の支出について
14,756

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分・内訳決議番号４２０号）
3,692

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
2,050

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座講師謝礼金の支出について
4,860

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（１２月分）
1,512

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２６年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（１２月分）
6,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
640

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護費　措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
64,960

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業所等支援事業費（住宅改修支援費）の支出について
2,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（平成２６年８月～１０月分）
1,680

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（平成２６年８月～１０月分）
1,080

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（平成２６年８月～１０月分）
2,640

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（平成２６年８月～１０月分）
6,720

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費）の支出について
14,700

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
320

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
199,296

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業及び生活技能訓練事業の実施並びに講師謝礼の支出について（１２月分）
27,900

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（平成２６年８月～１０月分）
840

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第３四半期）の支払いについて（桃園地区）
64,375

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
17,800

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
12,310

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
24,400

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
64,109

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
41,588

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（断酒会交通費）の支出について
53,410

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
19,266

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
33,470

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
1,440
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中央区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（長期入院患者診療報酬）の支出について
86,400

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
10,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
21,600

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第３四半期）の支払いについて（桃園地区）
60,625

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（強力パンチ他３点）
2,500

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（強力パンチ他３点）
4,646

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（強力パンチ他３点）
4,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（強力パンチ他３点）
2,500

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（強力パンチ他３点）
3,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（強力パンチ他３点）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（強力パンチ他３点）
3,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（強力パンチ他３点）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（強力パンチ他３点）
3,500

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（強力パンチ他３点）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（強力パンチ他３点）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（教材代・学校給食費）の支出について
7,212

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（システム研修等）
2,948

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（システム研修等）
324

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２７年２月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
19,000,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
51,840

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
52,209

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
5,852

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
50,100

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２７年２月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
11,000,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２７年２月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
300,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２７年２月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
10,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
7,280

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２７年２月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
300,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金修学資金（１月から３月分）の支出について
243,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業所等支援事業費（住宅改修支援費）の支出について
4,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（移送費）の支出について
1,920

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費・教材代）の支出について
49,178

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
5,700

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
1,460

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成26年度市立保育所にかかる給間食費の支出について（1月分）
891,437

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
168,099

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
9,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
136,080

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
6,040

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支給について
252,669

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
123,828

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（家財処分料）の支出について
61,128

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（妊娠検査料）の支出について
13,880

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
130,680

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
15,300

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
31,200

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
10,310

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
47,990
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中央区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
1,920

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
10,860

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（治療材料）の支出について
388,447

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
213,220

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
17,888

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護費　措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
150,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について（１月支払分）
225,334

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費（６５歳以上食事代）の支出について（１月支払分）
274,670

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療（一部負担金相当額等一負助成費）の支出について（１月支払分）
157,650

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（妊娠検査料）の支出について
780

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
6,929

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
61,500

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（妊娠検査料）の支出について
5,280

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費）の支出について
47,400

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の実施及び同経費の支出について（12月分）
1,042,900

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の実施及び同経費の支出について（12月分）
960,960

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の実施及び同経費の支出について（12月分）
1,118,460

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の実施及び同経費の支出について（12月分）
1,140,050

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について（１月支払分）
446,588

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について（１月支払分）
42,814

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１２月分・東局分）
502

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１２月分・東局分）
1,758

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（１２月分）
140

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業実施用白衣等洗濯手数料の支出について（１２月分）
1,426

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１２月分・東局分）
4,746

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１２月分・東局受取人払分）
388

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１２月分・東局分）
1,722

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１２月分・東局分）
82

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１２月分・東局分）
1,270

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１２月分・東局分）
18,180

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領承認）
284,330

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
5,480

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
91,758

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１２月分・東局分）
1,900

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１２月分・東局分）
984

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１２月分・東局分）
1,905

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１２月分・東局分）
2,429

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人葬儀費用にかかる委託及び同経費の支出について
169,989

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入及び同経費の支出について
124,500

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入及び同経費の支出について
224,124

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金（１２月分）の支出について
208,689

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金（１２月分）の支出について
30,469

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金（１２月分）の支出について
68,035

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
39,500

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
11,854

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
7,250

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
4,536
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中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
8,850

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
6,200

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
2,480

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（１２月分）
574

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（１２月分）
260

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業にかかる報償金の支出について（平成26年12月分）
49,780

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（１２月分）
2,214

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（１２月分）
410

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（１２月分）
820

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１２月分・東局分）
306

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１２月分・東局分）
5,290

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（１２月分）
1,793

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１２月分・東局分）
410

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成26年度市立保育所消耗品費（特別保育用）の支出について（2月分）
10,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１２月分・東局分）
22,242

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（１２月分）
410

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１２月分・東局分）
9,470

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１２月分・東局分）
4,750

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１２月分・東局分）
492

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１２月分・東局分）
2,706

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１２月分・東局分）
3,146

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3歳児健診にかかる報償金の支出について（平成26年12月分）
137,550

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科健診にかかる報償金の支出について（平成26年12月分）
6,300

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3か月児健診にかかる報償金の支出について（平成26年12月分）
74,670

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 1歳6か月児健診にかかる報償金の支出について（平成26年12月分）
80,970

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室にかかる報償金の支出について（平成26年12月分）
11,160

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（１２月分）
19,040

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成26年度市立保育所消耗品費（通常保育用）の支出について（2月分）
30,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１２月分・東局分）
3,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
15,523

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
58,876

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
5,374

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１２月分・東局分）
984

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
329

中央区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
229,950

西区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各課事務用ひかり電話並びにフレッツ光使用料の支出について（平成26年12月分）
21,020

西区役所 総務課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎維持管理用電気料金の支出について（平成26年度12月分）
1,110,762

西区役所 総務課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度新聞未購読世帯への西区広報紙配布業務にかかる経費の支出について（平成26年12月号）
75,133

西区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務連絡用市内出張交通費の支出について（平成26年度10月請求分）
6,482

西区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 庁舎維持管理用簡易専用水道定期検査にかかる経費の支出について
8,640

西区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 大阪市西区役所５階身体障がい者男子トイレ用押ボタンスイッチ付光電センサー買入経費の支出について
92,448

西区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 第47回衆議院議員総選挙にかかる投票所事務従事者用寝具借入経費の支出について
11,664

西区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙各投票所投票管理者・立会人報酬の支出について
510,900

西区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙期日前投票所投票管理者・立会人報酬の支出について
331,100

西区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院議員総選挙手話通訳従事者謝礼の支出について
23,600

西区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院議員総選挙各投票所民間従事者謝礼の支出について
707,452

西区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙開票立会人報酬の支出について
79,200

西区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院議員総選挙投票所派遣における手話通訳技能料謝礼の支出について（２人２回分）
3,500



平成26年度（平成27年01月）　公金支出情報

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

西区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院議員総選挙開票における点字解読者謝礼の支出について
8,800

西区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度西区広報紙企画編集業務にかかる支出について（平成27年1月号）
201,960

西区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度総務課事務資料用読売新聞の購読経費の支出について（平成26年度10～12月分）
12,111

西区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度総務課事務資料用朝日新聞の購読経費の支出について（平成26年度10月～12月分）
12,111

西区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度総務課事務用大阪日日新聞の購読経費の支出について（平成26年度10～12月分）
6,150

西区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西区役所庁舎産業廃棄物搬出処理業務にかかる経費の支出について（平成26年度12月分）
13,219

西区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障害者の就業訓練を目的とした西区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる支出について（平成26年度12月分）
386,468

西区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（西区）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成26年度12月分）
4,428

西区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン用カラープリンタ長期借入の経費の支出について（平成26年度12月分）
12,204

西区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 西区役所庁舎内テレビ用ケーブルテレビ視聴にかかる業務の経費支出について（平成26年度12月分）
1,620

西区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（西区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成26年度12月分）
134,475

西区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度西区役所宿直用寝具借入経費の支出について（平成26年度第3四半期分）
26,568

西区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙啓発（新成人対象）事務用選挙啓発ロゴ入りボールペンの購入にかかる経費の支出について
75,600

西区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成26年度西区広報紙折込業務にかかる経費の支出について（平成27年1月号）
219,467

西区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度総務課事務資料用産経新聞の購読について（平成26年度10～12月分）
12,111

西区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各課事務用コピー代にかかる経費の支出について（平成26年度12月分）
152,624

西区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度総務課事務資料用毎日新聞および日本経済新聞の購読について(平成26年度10月～12月分）
25,638

西区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
9,000

西区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
884

西区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西区庁舎一般廃棄物運搬・処理業務(概算)にかかる経費の支出について（平成26年度12月分）
9,710

西区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 第47回衆議院議員総選挙にかかる期日前投票並びに投票事務従事者用弁当買入経費の支出について
231,000

西区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成26年度西区広報紙印刷業務にかかる経費の支出について（平成27年1月号）
221,771

西区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市災害対策用職員住宅賃貸契約料（西区長分）の支出について（２月分）
180,000

西区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成26年度12月分）
1,926

西区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成26年度12月分）
1,074

西区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成26年度12月分）
6,008

西区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成26年度12月分）
1,394

西区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度新聞未購読世帯への西区広報紙配布業務にかかる経費の支出について（平成27年1月号）
75,029

西区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用料金後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
3,198

西区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 第47回衆議院議員総選挙にかかる選挙長事務（立候補届受付事務）従事者の市内出張交通費の支出について（12月分）
720

西区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用料金後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
2,483,777

西区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙開票所（大阪市立西区民センター）借上にかかる時間外利用料の支出について
33,400

西区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍広域証明書発行用FAX回線使用料の支出について（平成26年11月分）【12月請求分】
3,815

西区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年１月分国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支払資金の支出について
100,000

西区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年１月分国民健康保険保険給付金（出産育児一時金）の支払資金の支出について
420,000

西区役所 窓口サービス課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 電子レジスター保守業務委託経費の支出について（平成26年8月～11月分）
11,426

西区役所 窓口サービス課 平成27年01月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
172,918

西区役所 窓口サービス課 平成27年01月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
7,080

西区役所 窓口サービス課 平成27年01月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 （１月分）国民健康保険料の還付支払資金の支出について
80,000

西区役所 窓口サービス課 平成27年01月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 （１月分）国民健康保険料の還付支払資金の支出について
20,000

西区役所 窓口サービス課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
317,632

西区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
20,000

西区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
135,825

西区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支給について
100,000

西区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険保険給付金（出産育児一時金）の支給について
390,000

西区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
93,253

西区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約における経費の支出について（平成26年11月分）
2,809,080

西区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 特別永住者関係事務にかかる後納郵便料金（平成26年12月分）の支出について
2,875
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西区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍関係事務にかかる後納郵便料金（平成26年12月分）の支出について
83,798

西区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）１２月分郵送料（発送用）の支出について
4,720

西区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学関係事務にかかる後納郵便料金（平成26年12月分）の支出について
388

西区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学関係事務にかかる後納郵便料金（平成26年12月分）の支出について
78,022

西区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業用デジタル複写機、コピー料金（１２月分）の支出について
12,581

西区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）１２月分郵送料（文書発送用）の支出について
222,720

西区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）１２月分郵送料（発送用）の支出について
4,324

西区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）１２月分郵送料（文書収受用）の支出について
37,707

西区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）１２月分郵送料（収受用）の支出について
20,711

西区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）１２月分郵送料（文書発送用）の支出について
611,743

西区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
8,436

西区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）１２月分郵送料（発送用）の支出について
66,424

西区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）１２月分郵送料（発送用）の支出について
138,478

西区役所 市民協働課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会にかかる講師謝礼金の支出について（靱幼稚園）
20,200

西区役所 市民協働課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルームにかかる講師謝礼金の支出について（１１月分）
29,800

西区役所 市民協働課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 公募型企画講座「夫婦で学ぼう」にかかる講師謝礼金の支出について
16,600

西区役所 市民協働課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
800

西区役所 市民協働課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ２０１４年度　西区３中学校下人権研修会の講師謝礼金の支出について（１０月６日実施分）
22,800

西区役所 市民協働課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「西区成人の日記念のつどい」の実施にかかる平紐手提袋外20点の購入経費の支出について
48,384

西区役所 市民協働課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策用携帯電話料金の支払いについて（１２月分）
5,506

西区役所 市民協働課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「西区成人の日記念のつどい」にかかるポスター、プログラム、チケット及び封筒の作成経費の支出について
79,920

西区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵送料の支出について（12月分）
82

西区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵送料の支出について（12月分）
410

西区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵送料の支出について（12月分）
39,072

西区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵送料の支出について（12月分）
246

西区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵送料の支出について（12月分）
2,811

西区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（入院用）の支出について
20,600

西区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
13,000

西区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
720

西区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
760

西区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による非指定医療機関への診療報酬の支出について
193,030

西区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
25,920

西区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
6,240

西区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
27,000

西区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
9,800

西区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
32,900

西区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助（葬祭券分）の支出について
227,110

西区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品事業資金（特別保育）の支出について（平成27年1月分）
10,000

西区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金【妊婦教室】の支出について（１２月分）
11,160

西区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育）の支出について（平成27年1月分）
60,000

西区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 西区地域自立支援協議会主催の研修会にかかる講師料の支出について
16,000

西区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務に係る市内出張交通費の支出について（システム研修）
1,736

西区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務に係る市内出張交通費の支出について（１１月分）
1,838

西区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 母子生活支援施設入所者面接にかかる管外出張経費の支出について
1,940

西区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口払、1月分）の支払い資金の支出について
255,000

西区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業用白衣等洗濯代の支出について（１１月分）
1,620

西区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２６年１０月分追加）
720

西区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による平成２６年１０月分教育扶助費の支出について
18,448
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西区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２６年度歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について（１２月分）
31,190

西区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支給について（平成２６年１０月支給分③）
251,745

西区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 発達障がいサポート事業にかかる賃金の支払いについて（９月分②）
19,920

西区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 発達障がいサポート事業にかかる賃金の支払いについて（１１月分）
145,080

西区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 発達障がいサポート事業にかかる賃金の支払いについて（１０月分②）
24,900

西区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 小中学校特別支援学級等応援事業にかかる報償金の支払いについて（１１月分）
168,000

西区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て支援拠点事業委託事業者の平成２７年度契約更新にかかる選定委員会における選定委員の報償金の支出について
28,760

西区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２６年５・１１月分）
700

西区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２６年５・１１月分）
770

西区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２６年５・１１月分）
2,232

西区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２６年５・１１月分）
360

西区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２６年５・１１月分）
1,380

西区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（運搬費）の支出について
117,720

西区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料の支出について
216,000

西区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（入院用）の支出について
48,978

西区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
85,022

西区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
5,800

西区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
96,384

西区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
21,940

西区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による非指定医療機関への診療報酬の支出について
25,890

西区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助（葬祭券分）の支出について
234,670

西区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（１２月１９日実施分）
49,780

西区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業講師料の支出について
10,420

西区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２６年５・１１月分）
324

西区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策にかかる交通費（１１月分）の支出について
342

西区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,895

西区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,949

西区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
134,248

西区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支給について（平成２６年１１月支給分①）
64,398

西区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
5,600

西区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
5,000

西区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
900

西区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
390

西区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による２月分生活保護費の支出について
12,000,000

西区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による２月分生活保護費の支出について
6,500,000

西区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による平成２６年１２月分教育扶助費の支出について
115,858

西区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による２月分生活保護費の支出について
200,000

西区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
23,422

西区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
18,350

西区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,800

西区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による２月分生活保護費の支出について
200,000

西区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育施設運営業務にかかる経費の支出について（あい・あい保育園　阿波座園）平成26年12月分
1,576,300

西区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる経費の支出について（保育ママ　ちよざき保育園）平成26年12月分
1,153,100

西区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育施設運営業務にかかる経費の支出について（はなぞの保育園）平成26年12月分
1,921,470

西区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費事業資金の支出について（平成27年1月分）
1,763,400

西区役所 保健福祉課 平成27年01月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金貸付金（修学資金）第４四半期の支出について
243,000

西区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
494

西区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
1,800
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西区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
100

西区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる経費の支出について（保育ママ シュッポッポ）平成26年12月分
526,000

西区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
35,841

西区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
32,256

西区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（入院用）の支出について
36,020

西区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育施設運営業務にかかる経費の支出について（たいようランド）平成26年12月分
1,786,260

西区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度西区子育て支援拠点事業「西区子育てつどいのひろば」の委託料の支出について（12月分）
397,750

西区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支給について
436,016

西区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金医療助成費の支給について
480,929

西区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について（平成２７年１月支払分）
222,147

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 発達障がいサポート事業にかかる賃金の支払いについて（１２月分）
94,800

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 小中学校特別支援学級等応援事業にかかる報償金の支払いについて（１２月分）
147,000

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用等ロッカースペアキーほか２１点の購入経費の支出について
48,384

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用等ロッカースペアキーほか２１点の購入経費の支出について
43,113

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用等ロッカースペアキーほか２１点の購入経費の支出について
4,082

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
5,304

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
3,936

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
1,394

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
966

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（１２月）
246

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
4,050

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
1,488

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
792

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
10,418

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
738

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
574

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
4,450

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
2,764

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
1,548

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
15,276

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
296,251

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
372,337

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
902

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
2,514

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
4,570

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
2,640

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
492

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務に係る後納郵便料金、受取人払郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
252,092

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（１２月）
1,148

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（１２月）
670

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（１２月）
410

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（１２月）
8,886

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
3,654

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（１２月）
902

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用等ロッカースペアキーほか２１点の購入経費の支出について
11,783

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
4,156

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
16,334

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
1,640
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西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支給について（平成２６年１０～１２月支給分）
344,753

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
902

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
3,956

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（１２月分）
386,760

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（１２月）
25,832

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
2,142

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用デジタル複写機コピー料金の支出について（１２月分）
2,606

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用デジタル複写機コピー料金の支出について（１２月分）
2,150

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（１２月分）の支出について
18,443

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（１２月分）の支出について
18,443

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務料金受取人払後納郵便料（１２月分）の支出について
9,325

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（１２月分）の支出について
7,980

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務料金受取人払後納郵便料（１２月分）の支出について
987

西区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
328

港区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料（市民局証明書発行システム）の支払について（平成２６年１２月分）
3,815

港区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁内案内用タブレット端末の通信料の支払いについて（平成２６年１２月分）
1,680

港区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料（一般分）の支払について（平成２６年１２月分）
2,703

港区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用ファクシミリ使用料の支払について（平成２６年１２月分）
2,703

港区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用ＩＰ電話使用料の支払について（平成２６年１２月分）
21,020

港区役所 総務課 平成27年01月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 選挙事務用プリンタートナー購入経費の支出について
6,696

港区役所 総務課 平成27年01月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 衆議院議員総選挙・ 高裁判所裁判官国民審査事務従事者用弁当(昼食・夕食)にかかる経費の支出について(224名分)
179,020

港区役所 総務課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用ガス料金の支払いについて（平成２６年１１月分）
184,555

港区役所 総務課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度港区広報紙全戸配布業務にかかる委託料の支出について（平成26年12月号）
218,278

港区役所 総務課 平成27年01月08日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用ガス料金の支払いについて（平成２６年１１月分）
22,576

港区役所 総務課 平成27年01月08日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用ガス料金の支払いについて（平成２６年１１月分）
12,055

港区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 港区広報板ポスター掲出等業務にかかる委託料の支出について（１１月分）
52,162

港区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 選挙事務用養生シートの購入経費の支出について
290,628

港区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙にかかる洋上投票受信専用ファクシミリ機器借入経費の支出について
2,333,340

港区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙･ 高裁判所裁判官国民審査における投票所不足物品の借入経費の支出について
31,320

港区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 港区役所広報用ソフトウェア（Illustrator)の購入経費の支出について
81,216

港区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用電気料金の支払について（平成２６年１２月分）
1,157,800

港区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用電気料金の支払について（平成２６年１２月分）
141,631

港区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用電気料金の支払について（平成２６年１２月分）
75,628

港区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙・ 高裁判所裁判官国民審査における開票所不足物品の借入経費の支出について
331,819

港区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 講師謝礼金（ぷらっと法務事業用）の支出について
6,520

港区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（八幡屋小学校区）【地活協・12月分】
40,698

港区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（八幡屋小学校区）【コミ協・12月分】
2,142

港区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（市岡小学校区）【12月分・地活協】
61,066

港区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（田中小学校区）【コミ協・12月分】
3,355

港区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（三先小学校区）【地活協・12月分】
43,890

港区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（磯路小学校区）【コミ協・12月分】
2,377

港区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（市岡小学校区）【コミ協・12月分】
3,214

港区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（田中小学校区）【地活協・12月分】
63,745

港区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（築港小学校区）【コミ協・12月分】
2,785

港区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（三先小学校区）【コミ協・12月分】
2,310

港区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（磯路小学校区）【地活協・12月分】
45,163

港区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（築港小学校区）【地活協・12月分】
52,915

港区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成２６年工業統計調査にかかる小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
630
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港区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙・ 高裁判所裁判官国民審査における投票管理者等への報酬の支出について
789,560

港区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院議員総選挙・ 高裁判所裁判官国民審査における民間事務従事者等への報償の支出について
560,136

港区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 衆議院議員総選挙・ 高裁判所裁判官国民審査における職員移動用等タクシーの借上げ経費の支出について
246,960

港区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 港区の広報紙(平成27年1月号)概算印刷にかかる経費の支出について
292,005

港区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 港区役所１階東側入口、宿直室及び女子トイレ扉３箇所修繕業務にかかる経費の支出について
77,652

港区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（南市岡小学校区）【コミ協・11月分】
1,272

港区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（南市岡小学校区）【地活協・11月分】
24,168

港区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン賃借料の支出について（１２月分）
5,669

港区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる洋上投票用ファックス回線架設料及び使用料の支出について
15,885

港区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる開票所臨時電話架設費及び通話料金の支出について
39,526

港区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用コピー料金の支出について（平成２６年１２月分）
146,768

港区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市港区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる委託料の支出について（１２月分）
344,219

港区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）　賃借料の支出について（長期借入）（１２月分）
3,240

港区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（港区役所）一式　長期借入の支出について（１２月分）
159,865

港区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度宿直員用寝具借入料金の支出について（１２月分）
9,504

港区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（港区）賃借料の支出について（長期借入）（１２月分）
3,932

港区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 大阪市港区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる委託料の支出について（１２月分）
42,107

港区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 大阪市港区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる委託料の支出について（１２月分）
22,484

港区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 各担当事務用コピー料金の支出について（平成２６年１２月分）
15,453

港区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（平成２６年１２月分）
10,587

港区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（平成２６年１２月分）
1,294

港区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（平成２６年１２月分）
691

港区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支払について（平成２６年１２月分）
329,334

港区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
10,000

港区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（南市岡小学校区）【地活協・12月分】
24,168

港区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（南市岡小学校区）【コミ協・12月分】
1,272

港区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 港区成人の日記念の集いにおける選挙啓発用封筒の購入経費の支出について
10,152

港区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支払について（平成２６年１２月分）
40,286

港区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支払について（平成２６年１２月分）
21,512

港区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
432

港区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
5,166

港区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
15,188

港区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料の支払について（平成２６年１２月分）
221,662

港区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市港区役所窓口案内従事者派遣業務委託にかかる支出について（平成２６年１２月請求分）
162,394

港区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料の支払について（平成２６年１２月分）
30,348

港区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料の支払について（平成２６年１２月分）
16,205

港区役所 総務課 平成27年01月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における投開票所物品搬入出用トラックの借上げ経費の支出について
324,000

港区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度港区広報紙全戸配布業務にかかる委託料の支出について（指定地域・平成27年1月号）
217,911

港区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（１２月分）
6,318

港区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（１２月分）
772

港区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（１２月分）
412

港区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便代金の支出について（平成２６年１２月分）
392

港区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便代金の支出について（平成２６年１２月分）
3,854

港区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便代金の支出について（平成２６年１２月分）
2,279,463

港区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務グループ事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
2,996

港区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２６年１２月）
8,036

港区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２６年１２月）
744

港区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２６年１２月）
5,492
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港区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度第２回港区区政会議議事録作成業務（外３）にかかる支出について
82,944

港区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 港区広報板ポスター掲出等業務にかかる委託料の支出について（１２月分）
52,162

港区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務グループ事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
656

港区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙･ 高裁判所裁判官国民審査におけるひざ掛け毛布・寝具の借入経費の支出について
54,540

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発用物品（マスク）の購入経費の支出について
73,440

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 青少年育成推進会議事業にかかる飲料の購入経費の支出について（港中学校下青少年育成推進委員会用３１名分）
2,611

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　港区発達障がいサポーター配置にかかる報償金の支出について（平成２６年１１月分）
404,380

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「第30回みなと人権展」会場設営、看板等造作物製作設置業務にかかる委託料の支出について
242,730

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「第30回みなと人権展」会場設営、看板等造作物製作設置業務にかかる委託料の支出について
242,730

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「第30回みなと人権展」会場設営、看板等造作物製作設置業務にかかる委託料の支出について
242,730

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「第30回みなと人権展」会場設営、看板等造作物製作設置業務にかかる委託料の支出について
242,730

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度中１ギャップ問題の解決に向けたパイロット事業業務委託先選定委員会にかかる謝礼の支出について
48,015

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 絵本による読書活動促進スタートアップ事業にかかる消耗品（ねじくぎ他３点）の購入経費の支出について
19,232

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 絵本による読書活動促進スタートアップ事業にかかる消耗品（段ボール）の購入経費の支出について
27,648

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年育成推進会議事業にかかる封筒の購入経費の支出について（市岡中学校下青少年育成推進協議会用）
8,640

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 落書き消去活動支援事業用消耗品の購入経費の支出について
10,584

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業用携帯型デジタル無線機の支出について
311,040

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 国道43号車いす横断支援及び放置自転車対策事業の実施経費の支出について（12月分）
72,127

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 国道43号車いす横断支援及び放置自転車対策事業の実施経費の支出について（12月分）
65,601

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 多様な協働による活力ある地域社会づくり事業「大阪・港区ＷＯＲＫＳ探検団」にかかる市民活動行事保険料の支払いについて
2,100

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権・家庭教育に関する学習会の講師謝礼支出について（大阪市立港晴小学校ＰＴＡ実施分）
11,400

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 絵本による読書活動促進スタートアップ事業にかかる消耗品（角材）の購入経費の支出について
23,328

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域防犯啓発事業用携帯電話料金の支払いについて（１２月分）
18,931

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金(平成２６年１２月分)の支出について
1,780

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種から育てる地域の花づくり事業用消耗品の購入経費の支出について
185,598

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金(平成２６年１２月分)の支出について
3,240

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　港区別室登校等サポーター配置にかかる報償金の支出について（平成２６年１２月分）
15,400

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　港区スクールソーシャルワーカー巡回・派遣事業にかかる報償金の支出について（平成２６年１２月分）
284,540

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　港区発達障がいサポーター配置にかかる報償金の支出について（平成２６年１２月分）
277,660

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年１月分）の支出について
2,692

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年１月分）の支出について
1,476

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年１月分）の支出について
140

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年１月分）の支出について
362

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年１月分）の支出について
2,890

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年１月分）の支出について
82

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２６年１月分）の支出について
48,574

港区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般分）１月分の窓口支払資金の支出について
50,000

港区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（退職分）１月分の窓口支払資金の支出について
10,000

港区役所 窓口サービス課 平成27年01月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年１月分葬祭費支払準備金の支出について
100,000

港区役所 窓口サービス課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市港区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託経費（平成26年11月分）の支出について
2,371,274

港区役所 窓口サービス課 平成27年01月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年１月分出産育児一時金支払準備金の支出について
500,000

港区役所 窓口サービス課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年１２月審査分国民健康保険にかかる療養費（一般）の支給について
385,771

港区役所 窓口サービス課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年１２月分国民健康保険にかかる葬祭費の支給について
300,000

港区役所 窓口サービス課 平成27年01月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分）の口座振替について
186,974

港区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金・管理）市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
450

港区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年１月審査分国民健康保険にかかる療養費（一般）の支給について
386,931

港区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年１１月審査分国民健康保険にかかる葬祭費口座不能分の支給について
50,000

港区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年１月分国民健康保険にかかる葬祭費の支給について
350,000
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港区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年１月分国民健康保険にかかる出産育児一時金の支給について
108,187

港区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年１月審査分国民健康保険にかかる療養費（退職）の支給について
15,661

港区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
76,042

港区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
1,580

港区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
67,660

港区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金・保険グループ）事務用市内出張交通費の支出について（１２月分）
480

港区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
166,244

港区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理グループ）事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
706,467

港区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
116,302

港区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
17,689

港区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１２件）
69,400

港区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具１件）
6,372

港区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（２件）
4,480

港区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法にかかる就労自立給付金の支出について（１件）
64,185

港区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 八幡屋保育所にかかる平成２７年１月分消耗品費（特別保育）の支出について
10,000

港区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所（２ヶ所）にかかる平成２７年１月分消耗品費（通常保育）の支出について
60,000

港区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成26年11月分）
480

港区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成26年11月分）
480

港区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成26年11月分）
5,650

港区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成26年11月分）
2,060

港区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成26年11月分）
800

港区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成26年11月分）
1,520

港区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成26年11月分）
1,660

港区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１件）
11,750

港区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる被保護者葬祭費（葬祭券外）の支出について（１件）
279,040

港区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（１件）
196,392

港区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
74,586

港区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
166,892

港区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人葬儀委託契約にかかる経費の支払いについて（平成26年11月3日発見分）
177,609

港区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（５件）
67,300

港区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について
3,240

港区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（６件）
49,246

港区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる被保護者葬祭費（葬祭券外）の支出について（１件）
202,092

港区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 港区シニア・サポート事業業務委託料の支出について（第４四半期分）
3,862,000

港区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる家財処分料の支出について（１件）
54,864

港区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（１件）
31,000

港区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる施設入所サービス・短期入所サービス料の支出について（１件）
40,600

港区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（２件）
5,500

港区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　ペアレントメンター事業「ピア・カウンセリング」（12月16日実施）に係る報償費の支出について
25,800

港区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,500

港区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
320,557

港区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,926

港区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

港区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
202,306

港区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
13,750

港区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
194,880

港区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
16,680

港区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
6,480



平成26年度（平成27年01月）　公金支出情報

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

港区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（２件）
116,560

港区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（５件）
89,530

港区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（５件）
56,815

港区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる家財処分代の支出について
28,188

港区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金の支出について
315,000

港区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健運営及び保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（１１月分）
3,060

港区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
125,760

港区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
37,645

港区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる検診料等の支出について
3,700

港区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（２件）
6,000

港区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療費助成の支出について（平成２６年１２月１５日審査決定分）
437,169

港区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
15,720

港区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
64,368

港区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
124,928

港区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

港区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
53,238

港区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
109,516

港区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
43,330

港区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
15,794

港区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成の支出について（平成２６年１２月１５日審査決定分）
129,645

港区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（３件）
29,633

港区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について
60,000

港区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について
4,320

港区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について
263,152

港区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 被虐待障がい者の身柄移送に伴うタクシー代の支出について
4,220

港区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
257,798

港区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業用給付金の支出について
45,000

港区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（２件）
33,560

港区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法にかかる就労自立給付金の支出について（１件）
130,152

港区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について
55,000

港区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１件）
1,120

港区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法にかかる就労自立給付金の支出について（１件）
22,553

港区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務にかかる市内出張交通費（平成26年12月分）の支出について
480

港区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について
5,400

港区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について
5,400

港区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成の支出について（平成２６年１２月１５日審査決定分）
424,139

港区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成の支出について（平成２６年１２月１８日審査決定分）
6,258

港区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
2,100

港区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる家財処分代の支出について
129,600

港区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる家財処分代の支出について
115,452

港区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について
5,140

港区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（２件）
8,200

港区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１件）
1,560

港区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
44,854

港区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
13,886

港区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業用給付金の支出について
270,000

港区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２７年度２月分）
26,000,000

港区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について
97,200
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港区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２７年度２月分）
13,000,000

港区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（１０月～１２月分）
120,173

港区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２７年度２月分）
200,000

港区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（４件）
197,795

港区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（５件）
280,340

港区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について
119,556

港区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２７年度２月分）
700,000

港区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について
873,153

港区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について
3,000

港区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２７年度２月分）
600,000

港区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
34,625

港区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
70,530

港区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
14,085

港区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
45,797

港区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（３件）
13,600

港区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
17,800

港区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
24,400

港区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
34,064

港区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
17,058

港区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
4,400

港区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
4,440

港区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
273,911

港区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
17,800

港区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
22,550

港区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
8,040

港区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（No3750の振替不能による再支出分）
160

港区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１件）
20,600

港区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（１件）
62,000

港区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる家財処分料の支出について（１件）
77,328

港区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（命令番号3733口座不能による再支出）
6,240

港区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる住宅維持費の支出について（１件）
45,000

港区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる長期入院患者診療報酬の支出について（８件）
229,200

港区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる検診料等の支出について（１件）
6,000

港区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（１件）
231,320

港区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所（２ヶ所）にかかる平成２７年１月分給間食費の支出について
1,429,340

港区役所 保健福祉課 平成27年01月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成２６年度母子寡婦福祉貸付金の支出について（母子貸付金・第４四半期分）
318,000

港区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　要保護児童対策地域協議会（児童虐待防止対策）事業「子どもとのより良い関わり方」講演会（１月１５日実施）に係る報償費の支出について
14,200

港区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
3,950

港区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
12,448

港区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
2,500

港区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
1,944

港区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
480

港区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
207,586

港区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
12,366

港区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２７年度１月）葬祭扶助
20,000

港区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業　BCG接種医師報償金にかかる支出について（平成27年1月分）
49,780

港区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
63

港区役所 保健福祉課 平成27年01月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成２６年度母子寡婦福祉貸付金の支出について（母子貸付金・第４四半期分）
4,104,996
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港区役所 保健福祉課 平成27年01月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成２６年度母子寡婦福祉貸付金の支出について（寡婦貸付金・第４四半期分）
162,000

港区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成26年12月分）
840

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 港区事務所運営費にかかる市内出張交通費（１２月分）の支出について
1,130

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 要保護児童対策にかかる市内出張交通費（１２月分）の支出について
800

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
574

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
82

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
820

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 療育手帳交付事務に係る市内出張交通費（１２月分）の支出について
360

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用１２月分後納郵便料金の支出について
17,116

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用１２月分後納郵便料金の支出について
6,806

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用１２月分後納郵便料金の支出について
29,068

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
45,797

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
13,414

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
257,125

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
104,936

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,560

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
23,145

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
61,454

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
51,840

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 老人保護措置業務にかかる市内出張交通費（１２月分）の支出について
320

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用１２月分後納郵便料金の支出について
920

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
1,476

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成26年12月分）
960

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成26年12月分）
800

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成26年12月分）
2,680

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
528,999

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１８件）
255,914

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について
45,000

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（１件）
30,400

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる住宅維持費の支出について（２件）
272,106

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料・検診料の支出について（９件）
43,480

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（１件）
171,540

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
820

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
164

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
922

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
304

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
1,230

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業にかかる１２月分講師料の支出について
10,440

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
2,214

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用１２月分後納郵便料金の支出について
27,306

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
3,460

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保育事務にかかる市内出張交通費（１２月分）の支出について
960

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用１２月分後納郵便料金の支出について
35,834

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
82

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用１２月分後納郵便料金の支出について
679

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）保育ママ　きららもとまち保育園に係る業務委託料の支出について（平成２６年１２月分）
942,900
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港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）保育ママ　風の丘保育園に係る業務委託料の支出について（平成２６年１２月分）
1,130,450

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業所キングダム・キッズ磯路運営業務委託料の支出について（平成２６年１２月分）
2,223,060

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）保育ママバンビ共同保育所に係る業務委託料の支出について（平成２６年１２月分）
1,135,750

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用１２月分後納郵便料金の支出について
26,030

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 母子保健事業用乳幼児健康診査等にかかる報償金の支出について（平成26年12月分）
11,160

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 母子保健事業用乳幼児健康診査等にかかる報償金の支出について（平成26年12月分）
343,280

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
18,306

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
66,334

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護認定審査会事務にかかるコピー料金の支出について（平成２６年１２月分）
6,624

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 健康づくり展げる講座にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
328

港区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 高齢者虐待防止にかかる市内出張交通費（１０月分）の支出について
3,020

大正区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（12月分）
88,192

大正区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（12月分）
692,648

大正区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民局証明書発行システム料金（11月請求分）の支出について
3,815

大正区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大正区役所庁内電話・インターネット回線使用料の支出について（１１月使用分）
21,020

大正区役所 総務課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用コピー代の支出について（11月分）
53,696

大正区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
7,750

大正区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(12月分)
1,296

大正区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区広報紙「こんにちは大正」（12月号）全戸配付業務委託にかかる経費の支出について
318,254

大正区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区広報紙「こんにちは大正」（11月号）全戸配付業務委託にかかる経費の支出について
314,409

大正区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内カラープリンター賃貸借長期継続契約にかかる経費の支出について（１１月分）
5,670

大正区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
82

大正区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
3,919

大正区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
18,636

大正区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
11,050

大正区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 平成26年12月14日執行予定　衆議院議員選挙における前日宿泊者用寝具賃貸借にかかる経費の支出について
38,880

大正区役所 総務課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（12月分）
188,223

大正区役所 総務課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（12月分）
23,035

大正区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課における市内出張交通費の支出について（10月分）
31,162

大正区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 計理関係業務参考用　地方財務実務提要の購入にかかる経費の支出について（519－520分）
4,526

大正区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 計理関係業務参考用　地方財務実務提要の購入にかかる経費の支出について（514－516分）
6,789

大正区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 計理関係業務参考用　地方財務実務提要の購入にかかる経費の支出について（517－518分）
4,526

大正区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 総務課における市内出張交通費の支出について（10月分）
720

大正区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 大阪市災害対策用職員住宅にかかる通信運搬費の支出について（１２月使用分）
3,038

大正区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 第47回衆議院議員総選挙における期日前投票従事者及び投票日従事者用弁当の支給にかかる経費の支出について
173,250

大正区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 平成26年12月14日執行衆議院議員総選挙における開票所臨時電話架設通話経費の支出について
11,701

大正区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成26年12月14日執行予定　衆議院議員総選挙における職員移動用タクシー貸借にかかる経費の支出について
224,280

大正区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務用ゴム印の購入経費の支出について
1,944

大正区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策職員住宅の家賃支払いに係る経費の支出について（２月分）
97,400

大正区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について（はさみ　外２６点）
59,223

大正区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区庁舎設備維持用消耗品の購入にかかる経費の支出について（パンフレットスタンド　外３点）
167,961

大正区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について（トナーカートリッジ）
308,880

大正区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（12月分）
102,170

大正区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（12月分）
594

大正区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（12月分）
1,026

大正区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（12月分）
49,193

大正区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般廃棄物運搬処理業務にかかる経費の支出について（１２月分）
5,951

大正区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区役所総合案内窓口業務従事者派遣にかかる経費の支出について（１２月分）
169,860
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大正区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市大正区役所庁舎清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（１２月分）
315,900

大正区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所庁舎内トイレの消臭芳香設備賃貸借契約にかかる経費の支出について（１２月分）
21,060

大正区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ケーブルテレビ視聴契約にかかる経費の支出について（１２月分）
410

大正区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区）一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
194,660

大正区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿日直寝具賃貸借契約にかかる経費の支出について（１０月～１２月分）
28,512

大正区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区）一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
18,460

大正区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ケーブルテレビ視聴契約にかかる経費の支出について（１２月分）
4,380

大正区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 平成26年12月14日執行予定　衆議院議員選挙における消耗品（サンコート紙　外１８点）の購入にかかる経費の支出について
83,892

大正区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成26年12月14日執行予定　衆議院議員総選挙における投票所資材の搬入・搬出に伴う車両賃借にかかる経費の支出について
207,360

大正区役所 総務課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 芥川賞・直木賞　Ｗ受賞記念「式典・トークイベント」の実施及び経費の支出について
99,740

大正区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について（12月分）
1,648

大正区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区広報紙「こんにちは大正」（１月号）企画編集業務委託の経費の支出について
190,080

大正区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（12月分）
656

大正区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（12月分）
1,768,797

大正区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課における市内出張交通費の支出について（11月分）
26,720

大正区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報用紙袋の購入にかかる経費の支出について
333,720

大正区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 大正区広報紙「こんにちは大正」（1月号）印刷にかかる経費の支出について
224,208

大正区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用後納郵便料金（１２月分）の支出について
4,928

大正区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政会議用等後納郵便料金（12月分）の支出について
2,500

大正区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政会議用等後納郵便料金（12月分）の支出について
11,243

大正区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政会議用等後納郵便料金（12月分）の支出について
215

大正区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 学校選択制用等料金受取人払郵便料金（12月分）の支出について
8,245

大正区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区広報紙「こんにちは大正」（1月号）全戸配布業務委託にかかる経費の支出について
318,487

大正区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年全国消費実態調査における調査員報酬の支出について
256,740

大正区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 総務課における市内出張交通費の支出について（11月分）
1,020

大正区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校選択制用等料金受取人払郵便料金（12月分）の支出について
97

大正区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成26年12月14日執行衆議院議員総選挙における期日前投票管理者・立会人報酬の支出について
331,100

大正区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成26年12月14日執行衆議院議員総選挙における開票立会人報酬の支出について
61,600

大正区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成26年12月14日執行衆議院議員総選挙における投票管理者及び立会人報酬の支出について
340,000

大正区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 平成26年12月14日執行衆議院議員総選挙における点字解読者報償金の支出について
8,800

大正区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 平成26年12月14日執行衆議院議員総選挙における手話通訳者報償金の支出について
23,600

大正区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 平成26年12月14日執行衆議院議員総選挙における投票所民間従事者報償金の支出について
479,760

大正区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　費用弁償 平成26年12月14日執行衆議院議員総選挙における開票立会人報酬の支出について
100

大正区役所 市民協働課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 種花事業に係る花と緑の研修園休憩室用電気料金の支出について（１２月分）
377

大正区役所 市民協働課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習ルーム事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について（１０月依頼分）
12,000

大正区役所 市民協働課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習ルーム事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について（１１月依頼分）
11,869

大正区役所 市民協働課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 はぐくみネット事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について（１１月依頼分）
21,060

大正区役所 市民協働課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「大正区成人の日のつどい」における消耗品購入経費の支出について
60,480

大正区役所 市民協働課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について１１月分）
500

大正区役所 市民協働課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 「大正区成人の日のつどい」における傷害保険の加入にかかる経費の支出について
11,500

大正区役所 市民協働課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について１１月分）
1,800

大正区役所 市民協働課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（１１月分）
4,300

大正区役所 市民協働課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度生涯学習ルーム事業にかかる研修会等交通費の支出について（上半期）
14,280

大正区役所 市民協働課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度「大正高校公開パソコン講座」の実施ならびに所要経費の支出について
5,000

大正区役所 市民協働課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用消耗品の購入に係る経費の支出について（１２月分、泉尾工業高校ほか依頼分）
27,928

大正区役所 市民協働課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用消耗品の購入に係る経費の支出について（１２月分・泉尾工業高校依頼分）
48,600

大正区役所 市民協働課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用消耗品の購入に係る経費の支出について（12月分、泉尾東小学校依頼分）
6,480

大正区役所 市民協働課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１２月分）の支出について（青少年育成推進事業外５事業）
1,886
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大正区役所 市民協働課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１２月分）の支出について（青少年育成推進事業外５事業）
92

大正区役所 市民協働課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１２月分）の支出について（青少年育成推進事業外５事業）
1,476

大正区役所 市民協働課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１２月分）の支出について（青少年育成推進事業外５事業）
8,200

大正区役所 市民協働課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１２月分）の支出について（青少年育成推進事業外５事業）
574

大正区役所 市民協働課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１２月分）の支出について（青少年育成推進事業外５事業）
39,670

大正区役所 市民協働課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１２月分）の支出について（青少年育成推進事業外５事業）
164

大正区役所 市民協働課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度啓発指導員（サイクルサポーター）による放置自転車対策業務委託にかかる経費の支出について（１２月分）
253,396

大正区役所 市民協働課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策用携帯電話代の支出について（１２月分）
10,123

大正区役所 市民協働課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（市民協働）市内出張交通費（１２月分）の支出について
6,440

大正区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「大正区成人の日のつどい」における消耗品購入経費の支出について
21,600

大正区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域防災リーダーへの３区合同避難訓練案内送付にかかる後納郵便料金の支出について（１２月分）
4,100

大正区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年１月分国民健康保険葬祭費の支出について
50,000

大正区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年１月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
420,000

大正区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般）還付支払資金の支出について（１月分）
40,000

大正区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出退職）還付支払資金の支出について（１月分）
10,000

大正区役所 窓口サービス課 平成27年01月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金の支出について(平成26年11月分)
4,888

大正区役所 窓口サービス課 平成27年01月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般）還付金の支出について
718,614

大正区役所 窓口サービス課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大正区窓口サービス課（住民情報）証明発行等業務委託料の支出について（平成２６年１１月分）
2,153,778

大正区役所 窓口サービス課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区窓口サービス課（住民情報）証明発行等業務委託料の支出について（平成２６年１１月分）
186,013

大正区役所 窓口サービス課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 財産調査返信用郵便切手の購入について
51,000

大正区役所 窓口サービス課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年１月分国民健康保険葬祭費の支出について
500,000

大正区役所 窓口サービス課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年１月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
698,705

大正区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成26年9月分)
980

大正区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成26年9月分)
4,222

大正区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）における後納郵便料の支出について（１２月分）
51,187

大正区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成26年12月分)
8,220

大正区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）における後納郵便料の支出について（１２月分）
59,169

大正区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成26年12月分)
145,650

大正区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金事務用料金受取人払郵便後納料金の支出について(平成26年12月承認番号6029分)
5,636

大正区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成26年12月分)
521,677

大正区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年１月分国民健康保険葬祭費の支出について
300,000

大正区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年１月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
840,000

大正区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成26年12月分)
67,098

大正区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成26年12月分)
49,828

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成２６年１０・１１月分）
4,080

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成２６年１０・１１月分）
1,440

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成２６年１０・１１月分）
440

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立大正保育所に対する消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（１月分）
10,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立大浪保育所、市立大正保育所に対する消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（１月分）
60,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月05日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（１１月分）
9,944

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（１１月分）
1,005

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（１１月分）
3,349

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（１１月分）
1,675

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（１１月分）
5,136

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（10・11月分）
720

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（10・11月分）
340

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-146
154,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-147
154,000
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大正区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（10・11月分）
920

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
28,746

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
49,680

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検査料）の支出について
19,690

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（10・11月分）
960

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（10・11月分）
390

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（10・11月分）
630

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（10・11月分）
390

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-503他3件
80,960

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
90,344

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
2,920

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
351

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（不動産鑑定評価費用）の支出について
152,800

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
20,600

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
151,336

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
15,240

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
480

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
7,400

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口１月分）の支出について
135,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-9他1件
36,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-1146他1件
48,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
8,376

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
41,666

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
9,106

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
6,670

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
18,870

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
22,840

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
2,620

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
183,034

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
94,381

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
20,280

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「障がい者差別と人権」講演会の開催にかかる経費の支出について（平成26年12月22日開催）
19,660

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
10,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
324

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－129
46,007

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
16,100

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
142,872

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
3,200

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
5,032

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
87,120

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
16,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
3,240

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費　断酒会）の支出について
4,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
26,124

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
8,050

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
4,800

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
41,540

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
19,360
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大正区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（技能修得費）の支出について
2,750

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
131,040

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
10,840

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
56,805

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検査料）の支出について
13,120

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
25,240

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子・父子福祉貸付金　修学資金の支出について（1月～3月分）
1,142,100

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-828他5件
115,160

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-54他10件
177,572

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-155
18,130

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
20,600

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
149,139

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
60,425

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
270,675

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
5,400

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
224,489

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
76,070

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
219,220

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
216,424

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
218,552

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
362,124

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
224,920

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
219,220

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（９～１１月分）
3,660

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（９～１１月分）
4,670

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（９～１１月分）
360

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（９～１１月分）
2,570

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（９～１１月分）
630

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（９～１１月分）
480

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
1,380

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（９～１１月分）
2,560

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（９～１１月分）
380

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（２月１回目）
28,000,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
70,553

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（２月１回目）
12,800,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（２月１回目）
450,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
87,267

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
9,870

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
87,600

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（２月１回目）
700,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大正区発達障がいサポーター報償金の支払いについて（12月分）
117,984

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（１２月分）
80,745

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（１２月分）
9,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（１２月分）
570

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（１２月分）
250,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費、教材代）の支出について
13,260

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立大浪保育所、市立大正保育所に対する賄材料費の支出について（1月分）
1,312,120

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
140,400
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大正区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
26,400

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費、教材代）の支出について
248,781

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
58,800

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
16,900

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度子育て応援講座「あみもの講座」の講師料の支出について　12月1日・8日開催分
17,800

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（１２月分）
720

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（１２月分）
390

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費にかかる医療費の支出について（１月２８日支払分）
647,342

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-108
13,204

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－119
7,200

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－89
129,218

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－120
17,496

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-152
85,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について13-12
9,050

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（１２月分）
1,520

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費にかかる医療費の支出について（１月２８日支払分）
93,335

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費、教材費）の支出について
71,893

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
171,540

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
227,712

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費にかかる医療費の支出について（１月２８日支払分）
35,252

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費にかかる医療費の支出について（１月２８日支払分）
61,908

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（１２月分）
840

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（１２月分）
390

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（１２月分）
1,200

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
31,860

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
174

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
1,728

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
164

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
574

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
410

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
2,880

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
2,492

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
246

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
1,248

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
574

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
24,175

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
11,126

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
936

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
4,960

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
100,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
2,726

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
5,260

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
1,380

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
11,600

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
14,006

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
4,066

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
1,030

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
8,550
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大正区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
5,952

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
2,538

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
19,601

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
26,738

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
4,528

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
332

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
396

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
738

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
3,818

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-125他14件
246,648

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-64他1件
35,600

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-113他44件
675,611

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-15他39件
676,460

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-132他8件
160,046

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
82

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
656

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
82

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成26年12月分　ＢＣＧ予防接種事業にかかる報償金の支出について
49,780

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２７年１月実施分歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について
31,190

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
232

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
1,148

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
246

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　特別旅費 平成26年度国立保健医療科学院　短期研修　「公衆衛生看護管理者研修（実務管理）」　受講生の派遣について
36,060

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
410

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業所設置運営業務委託経費の支出について（１２月分）
1,082,650

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年12月分　各種保健事業にかかる報償金の支出について
343,280

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年12月分　各種保健事業にかかる報償金の支出について
11,160

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
10,198

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 平成２７年１月実施分　ウォーキング講座にかかる報償金の支出について
11,100

大正区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
82

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用専用回線使用料の支出について（１１月分）
21,033

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用証明書発行システム用通信回線使用料の支出について（１１月分）
3,815

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用ファックス回線使用料の支出について（１１月分）
33,417

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度天王寺区広報紙配付業務における所要経費の支出について（平成２６年１２月号分）
55,740

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年衆議院議員選挙事務用宿泊施設の借り上げ事業にかかる経費の支出について
17,940

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年衆議院議員選挙事務用寝具一式賃借事業にかかる経費の支出について
30,240

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成２６年衆議院議員選挙事務用タクシー借り上げ事業にかかる経費の支出について
211,680

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（１２月分）（２回目）
4,631

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 天王寺区役所企画総務課（広聴広報）における事務用具の購入及び所要経費の支出について
103,399

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成２６年度天王寺区広報紙印刷業務における所要経費の支出について（平成２６年１２月号分）
393,120

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰入金の支出について（１２月分）（２回目）
800

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰入金の支出について（１２月分）（２回目）
540

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金への繰入金の支出について（１２月分）（２回目）
5,000

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 平成２６年衆議院議員選挙事務用電源リール外１４点の買入にかかる経費の支出について
116,118

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（１２月分）（２回目）
108

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　燃料費 小口支払基金への繰入金の支出について（１２月分）（２回目）
3,520

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金への繰入金の支出について（１２月分）（２回目）
19,140

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成２６年衆議院議員選挙事務用投票所資材搬入・搬出用トラック借上げ事業にかかる経費の支出について
282,960
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天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用自転車外２点の買入にかかる経費の支出について
110,138

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴広報事務用ＬＤＰＥ（低密度ポリエチレン）製　手提袋（乳白色）の作成における所要経費の支出について
235,008

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成２６年衆議院議員選挙業務用期日前管理者にかかる報酬の支出について
122,100

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成２６年衆議院議員選挙事務用開票立会人にかかる報酬の支出について
79,200

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成２６年衆議院議員選挙事務用投票所管理者にかかる報酬の支出について
138,600

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成２６年衆議院議員選挙業務用期日前立会人にかかる報酬の支出について
212,300

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成２６年衆議院議員選挙事務用投票所立会人にかかる報酬の支出について
236,000

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 平成２６年衆議院議員選挙事務用手話通訳者にかかる報酬の支出について
23,600

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 平成２６年衆議院議員選挙業務用　点字解読者にかかる報償金の支出について
8,800

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 平成２６年衆議院議員選挙事務用投票所民間事務従事者にかかる報酬の支出について
526,960

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度天王寺区役所一般廃棄物収集運搬業務にかかる経費の支出について（１２月分）
6,590

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成26年１２月分）
13,388

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成26年１２月分）
20,639

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成26年１２月分）
16,122

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成26年１２月分）
235,585

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成26年１２月分）
3,556

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成26年１２月分）
25,554

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎設備維持用庁舎清掃業務にかかる経費の支出について（平成26年12月分）
376,020

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎設備維持用保健福祉センター分館機械警備業務に係る経費の支出について（１２月分）
4,104

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度 庁内情報利用パソコン等機器 （天王寺区役所） 一式 長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
129,772

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（天王寺区）一式長期借入経費の支出について（１２月分）
36,702

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度 庁内情報利用パソコン等機器 （天王寺区役所） 一式 長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
5,757

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度天王寺区広報紙企画編集業務委託における所要経費の支出について（平成２７年１月号分）
283,500

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年全国消費実態調査にかかる調査員報酬の支出について
256,740

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 一般管理用市内出張交通費の支出について（１０・１１月分）
300

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理用市内出張交通費の支出について（１０・１１月分）
37,852

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度天王寺区役所庁舎産業廃棄物搬出処理業務にかかる経費の支出について（１２月分）
26,460

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎設備維持用ケーブルテレビ使用料の支出について（平成26年12月分）
4,730

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 天王寺区地域公園協働パートナー事業（五条公園）委託契約及び同経費の支出について（１０、１１、１２月分）
22,250

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 天王寺区地域公園協働パートナー事業（五条公園）委託契約及び同経費の支出について（１０、１１、１２月分）
102,750

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（１月分）（１回目）
17,977

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（１月分）（１回目）
18,000

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（１月分）（１回目）
6,932

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰入金の支出について（１月分）（１回目）
800

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 天王寺区地域公園協働パートナー事業（東高津公園）委託経費の支出について（８～１１月分）
28,334

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 天王寺区地域公園協働パートナー事業（東高津公園）委託経費の支出について（８～１１月分）
146,666

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民モニター（区政評価員）へのアンケート調査の返送にかかる後納郵便料の支出について
2,425

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報業務用企画総務課（広聴広報）にかかる後納郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
1,683

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
3,056

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
1,886

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
120

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
4,100

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 平成２６年衆議院議員選挙事務用期日前投票所並びに投票事務従事者用弁当調達にかかる経費の支出について
184,800

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
1,898,730

天王寺区役所 企画総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年衆議院議員選挙事務用石油ストーブ賃借にかかる経費の支出について
27,734

天王寺区役所 市民協働課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花とみどりのまちづくり事業用緑化講習会にかかる花苗等の購入にかかる同経費の支出について
381,618

天王寺区役所 市民協働課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 てんのうじ吹奏楽フェスティバル事業用　楽器等荷物運搬業務にかかる経費の支出について
110,160

天王寺区役所 市民協働課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 天王寺区魅力発信・にぎわいづくり事業用　「お寺のまちdeキャンドルナイト」用キャンドルイベント用カップほか2点借入にかかる同経費の支出について
397,789
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天王寺区役所 市民協働課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用　事務用品の購入経費の支出について
2,602

天王寺区役所 市民協働課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 天王寺区成人の日記念のつどい事業用プログラム及びポスターの印刷経費の支出について
26,676

天王寺区役所 市民協働課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度天王寺区民センター管理運営業務経費の支出について（第４四半期分）
6,094,210

天王寺区役所 市民協働課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度大江小学校生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（１１／１１開催分）
7,500

天王寺区役所 市民協働課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生魂小学校生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（１２／６開催分）
5,000

天王寺区役所 市民協働課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立天王寺区民センター庁舎清掃業務にかかる経費の支出について（１２月分）
85,500

天王寺区役所 市民協働課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立天王寺区民センター機械警備業務にかかる経費の支出について（１２月分）
4,212

天王寺区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成26年12月分）
65,951

天王寺区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成26年12月分）
400

天王寺区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成26年12月分）
3,762

天王寺区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成26年12月分）
656

天王寺区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成26年12月分）
10,750

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年１月分葬祭費、出産育児一時金支払資金の支出について
100,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年１月分葬祭費、出産育児一時金支払資金の支出について
450,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金の支出について１月分支払資金（一般及び退職者）
50,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金の支出について１月分支払資金（一般及び退職者）
10,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課書類等保管庫の購入経費の支出について
44,064

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年01月08日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
225,739

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年01月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機消耗品料の支出について（平成２６年１１月分）
8,731

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年01月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業収納事務用市内出張交通費（１１月分）の支出について
1,260

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年01月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機消耗品料の支出について（平成２６年１１月分）
8,731

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年01月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年１２月分国民健康保険葬祭費の支出について
250,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年01月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年１２月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
221,300

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約経費の支出について（１１月分）
2,555,646

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約経費の支出について（１１月分）
347,394

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２４年３月分国民健康保険療養費等の支出について
36,260

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
1,788

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年01月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入金の支出について（１２月分）
7,530

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍届書到達確認はがき用切手の購入経費の支出について
15,600

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年01月22日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
1,760

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用プリンタートナーの購入並びに同経費の支出について
2,160

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用プリンタートナーの購入並びに同経費の支出について
233,280

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用ボイスコール紙の購入並びに同経費の支出について
22,647

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年01月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
28,488

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）にかかる後納郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
79,156

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
5,342

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）にかかる後納郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
63,016

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機消耗品料の支出について（平成２６年１２月分）
5,395

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
191,183

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機消耗品料の支出について（平成２６年１２月分）
5,394

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（平成26年12月分）
59,357

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
365,940

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
22,072

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（平成26年12月分）
8,750

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
61,264

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉サービス担当外勤用携帯電話使用料の支出について（Ｈ２６．１１月分）
975

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費特別保育分（平成27年1月分）の支出について
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（平成27年1月）の支出について
60,000



平成26年度（平成27年01月）　公金支出情報

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

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
36,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
150,120

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 地域包括センター運営協議会開催経費用　ボックスファイル他８点の購入経費の支出について
10,041

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１１月分）
4,429

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
3,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１１月分）
1,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１１月分）
4,968

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（１１月分）
36,568

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
124,713

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
16,680

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
8,880

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度心身障害者住宅改修費給付事業にかかる給付助成額の支出について
482,720

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
15,480

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費（１１月分）の支出について
1,740

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費（１１月分）の支出について
2,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業にかかる臨時福祉給付金(窓口1月分)の支出について
160,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　家財処分料の支出について（１１月分）
32,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１１月分）
6,566

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１１月分）
13,050

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１１月分）
8,445

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１１月分）
5,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（７，８，１１月分）
6,805

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１１月分）
11,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１１月分）
2,900

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１１，１２月分）
20,304

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１０月分）
5,660

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１１月分）
7,210

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１１月分）
9,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助の支出について（６，７月分）
50,022

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　長期入院患者診療報酬の支出について（１０，１１月分）
67,680

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について（１２月分）
5,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（１１月分）
640

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護費　就労自立給付金の支出について（１２月決定分）
13,047

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる交付金の支出について（１１月分）
18,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 天王寺区版子育てナビゲーション事業用子育て情報紙作成・印刷に係る経費の支払いについて
138,240

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年１２月分）（２回目）
2,050

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年１２月分）（２回目）
820

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　燃料費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年１２月分）（２回目）
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年１２月分）（２回目）
4,914

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２６年１２月分）（２回目）
590

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
2,160

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
432

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰入金の支出について（１２月分）（２回目）
800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
14,712

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
3,129

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
8,200
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天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
4,402

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
6,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 子育て情報博覧会用ポスター及びチラシの作製、印刷に係る経費の支出について
49,356

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領承認）
55,439

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
45,594

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
95,168

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
96,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者福祉業務用高齢者住宅改修費給付金の支出について
270,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１１月分）
8,665

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ接種医師報償金の支出について（平成２６年１２月分）
49,780

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業の業務委託経費の支出について【石ヶ辻プリメール　１１月分】
842,930

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１１月分）
7,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１１月分）
6,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１１月分）
5,696

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１１月分）
7,506

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（メガネ）の支出について（１２月分）
19,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡）の支出について（１２月分）
20,520

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　長期入院患者診療報酬の支出について（１１月分）
5,760

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　長期入院患者診療報酬の支出について（１１月分）
40,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭費の支出について（１１月分）
122,880

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
56,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
17,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
14,464

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
154,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
17,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
15,080

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
13,750

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
15,480

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
9,850

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
76,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１１月分）
9,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１１月分）
15,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（１２月分）
63,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１１月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（１２月分）
32,946

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（１２月分）
14,807

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（１２月分）
32,351

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（１２月分）
14,756

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１２月分）
5,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１２月分）
5,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について（１２月分）
17,860

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭費の支出について（１２月分）
221,040

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業の業務委託の支出について【ＴＯＴ保育ママ　１２月分】
1,123,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業の業務委託の支出について【保育ママあかつき　１２月分】
1,096,650

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２６年４月～１１月分）の支出について
920

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２６年４月～１１月分）の支出について
720
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天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２６年４月～１１月分）の支出について
9,270

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２６年４月～１１月分）の支出について
480

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２６年４月～１１月分）の支出について
480

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費２月分の支出について
12,000,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費２月分の支出について
6,300,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費２月分の支出について
100,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費２月分の支出について
100,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２６年４月～１１月分）の支出について
1,960

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２６年４月～１１月分）の支出について
480

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２６年４月～１１月分）の支出について
180

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２６年４月～１１月分）の支出について
480

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業の業務委託の支出について【かのん保育ママ　12月分】
1,079,897

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２６年４月～１１月分）の支出について
480

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２６年４月～１１月分）の支出について
1,730

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２６年４月～１１月分）の支出について
960

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について　（１１月分）
336,449

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人（一部負担金）医療費助成事業用医療費の支出について　（１１月分）
174,906

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業の業務委託経費の支出について【石ヶ辻プリメール　12月分】
1,982,860

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について　（11月分）
191,940

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について　（11月分）
17,329

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（１２／２２請求分）
2,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（１／７請求分）
9,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（１２／４請求分）
2,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（１２／２４請求分）
7,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（１２／１９請求分）
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（１／９請求分）
7,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（１２／２６請求分）
4,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
13,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１１月分）
9,296

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
13,996

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（１２月分）
85,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１１，１２月分）
32,720

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
2,721

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（１２月分）
86,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（１２月分）
108,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
8,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
41,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（１２月分）
47,957

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（１２月分）
16,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（１２月分）
19,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教材代・学校給食費の支出について（１２月分）
47,842

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１２月分）
5,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（両足底装具）の支出について（１月分）
34,060

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：タクシー）の支出について（１１月分）
5,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（転院：タクシー）の支出について（１１月分）
7,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１２月分）
1,080
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天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１２月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１２月分）
5,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・意見書料の支出について（１２月分）
4,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１２月分）
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（合成樹脂特殊義眼）の支出について（１２月分）
62,880

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭費の支出について（１２月分）
219,220

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭費の支出について（１２月分）
213,220

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成２６年度母子福祉貸付金（修学資金　第４四半期分）の支出について
312,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
45,797

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
63,430

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
103,033

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
152,484

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
72,720

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費（１２月分）の支出について
29,614

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（１２月分）
480

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡）の支出について（１２月分）
14,018

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助の支出について（１２月分）
206,856

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所給食費（平成27年1月）の支出について
1,384,980

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（１２月分）にかかる支出について
3,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（１２月分）にかかる支出について
2,900

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（１２月分）にかかる支出について
9,120

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用文書送付用料金後納郵便料金の支出について（料金受取人払い・１２月分）
35,779

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用文書料金後納郵便料金の支出について（後納郵送料・１２月分）
189,212

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
328

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
82

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
82

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
246

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
205

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
3,034

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
1,120

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
642

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
5,283

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業講師料の支出について（１２月分）
9,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師料の支出について（１２月分）
18,880

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
386

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
82

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
386

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（１２月分）にかかる支出について
4,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（１２月分）にかかる支出について
34,720

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（１２月分）にかかる支出について
6,480

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（１２月分）にかかる支出について
34,689

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）受取人払い（１２月分）にかかる支出について
495

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種健診事業実施に伴う報償金の支出について（平成２６年１２月分）
330,680

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
19,098

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（１２月分）にかかる支出について
10,020

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張旅費（１０・１１・１２月分）の支出について
2,700

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成26年12月分）
1,578

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便（受取人払）料金の支払いについて（平成26年12月分）
9,710
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天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便（受取人払）料金の支払いについて（平成26年12月分）
2,425

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成26年12月分）
6,635

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成26年12月分）
6,894

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成26年12月分）
18,436

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成26年12月分）
1,144

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座にかかる講師料１１月分の口座振替不能による再支出
9,051

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成26年12月分）
529

天王寺区役所 危機管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全パトロール事業用携帯電話使用料の支出について（平成26年11月分）
5,537

天王寺区役所 危機管理課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度自転車利用適正化事業用啓発指導員による放置自転車対策業務にかかる支出について（11月分）
88,128

天王寺区役所 危機管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　負担金 地域における自助・共助力向上支援事業　デジタル簡易無線機登録局の電波使用料の支払いについて
10,800

天王寺区役所 危機管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 子どもの防犯に向けたまちづくり事業にかかる防犯カメラ設置事前調査費用の支出について
1,782

天王寺区役所 危機管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域における自助・共助力の向上支援事業「五条地域　防災マップ」五条地域　全戸配布業務にかかる支払いについて
75,185

天王寺区役所 危機管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域における自助・共助力の向上支援事業　携帯電話料金（ワイヤレス通信ネットワークサービス）の支払いについて（Ｈ26年12月分）
3,994

天王寺区役所 危機管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロール車両のタイヤ交換にかかる経費の支出について
18,920

天王寺区役所 危機管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全パトロール事業、子ども安全指導員事業用防寒服購入にかかる経費の支出について
7,884

天王寺区役所 危機管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全パトロール事業、子ども安全指導員事業用防寒服購入にかかる経費の支出について
32,054

天王寺区役所 危機管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災訓練事業　防災対策事務用品の購入にかかる支払いについて
26,542

天王寺区役所 危機管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
15,124

天王寺区役所 危機管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
328

天王寺区役所 危機管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
342

天王寺区役所 危機管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 こども安全見守り防犯カメラ（天王寺区役所）一式長期借入にかかる支出について（平成26年12月分）
39,852

浪速区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話電信通話経費（平成26年11月分）の支出について
3,815

浪速区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話電信通話経費（平成26年11月分）の支出について
21,020

浪速区役所 総務課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話通信通話経費（平成26年12月分）の支出について
10,798

浪速区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議院議員総選挙にかかる投開票事務用消耗品（封筒ほか３点）の購入経費の支出について
61,214

浪速区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議院議員総選挙にかかる投開票事務用消耗品(ゼムクリップ外４点)の購入経費の支出について
49,183

浪速区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 衆議院議員総選挙飲食物提供業務にかかる経費の支出について（昼食）
89,600

浪速区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙投開票事務従事者用寝具レンタル経費の支出について
12,960

浪速区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙にかかる投票所施設借上経費の支出について（新世界）
28,000

浪速区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙にかかる石油ストーブリース経費の支出について
99,360

浪速区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙投開票事務従事者宿泊施設提供業務にかかる経費の支出について（東横イン）
68,040

浪速区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 衆議院議員選挙にかかる資材搬入・撤収事務用自動車借上げ経費の支出について
172,800

浪速区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障害サポート事業の実施に伴う所要経費の支出について（難波元町小学校１２月分）
10,760

浪速区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成26年12月14日執行衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における投票管理者等に対する報酬の支出について
786,700

浪速区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 平成26年12月14日執行衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における投票事務従事者等に対する報償金の支出について
556,838

浪速区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成26年12月衆院選分）の支出について
6,480

浪速区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 衆議院議員総選挙（平成２６年１２月１４日執行）飲食物提供業務にかかる経費の支出について（夕食）
89,600

浪速区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 広報事業用　平成26年度（平成27年度1月号）浪速区広報紙新聞折込広告業務に係る経費の支出について
89,609

浪速区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業　平成26年度（27年1月号）浪速区広報紙企画編集及び印刷業務委託に係る経費の支出について（概算契約）
318,767

浪速区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成26年11月組戻分）の支出について
760

浪速区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 浪速区一般事務用新聞（朝日）の購読経費の支出について(平成26年10～12月分)
12,111

浪速区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
2,630

浪速区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 浪速区一般事務用新聞（読売）の購読経費の支出について(平成26年第3四半期(平成26年10月～12月分))
12,111

浪速区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
890

浪速区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区一般事務用総合窓口案内員の派遣業務委託の実施経費の支出について(平成26年12月分)
218,808

浪速区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区庁舎管理用産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算）の実施経費の支出について(平成26年12月分)
13,570

浪速区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎管理用庁舎清掃業務委託の実施経費の支出について(平成26年12月分)
430,992

浪速区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（浪速区）一式の長期借入の実施経費の支出について(平成26年12月分)
27,528
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浪速区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報端末（視覚障がい者用）の借入にかかる経費の支出について(平成26年12月分)
30,348

浪速区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用宿日直専門員寝具の賃貸借の実施経費の支出について（平成26年10月～12月分)
25,920

浪速区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（浪速区）一式の長期借入の実施経費の支出について(平成26年12月分)
167,859

浪速区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
13,425

浪速区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
5,456

浪速区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
1,164

浪速区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
2,232

浪速区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度浪速区庁舎管理用一般廃棄物運搬処理業務委託（概算）の実施経費の支出について（12月分）
5,901

浪速区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度浪速区庁舎管理用機械警備機器保守点検の実施経費の支出について（12月分）
24,840

浪速区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２６年全国消費実態調査調査にかかる調査員報償金の支出について
256,740

浪速区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成26年12月衆院選分）の支出について
120

浪速区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 浪速区一般事務用新聞（毎日・日経）の購読経費の支出について（平成26年10月～12月分）
25,638

浪速区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステムにかかるモバイル端末機のリース経費の支出について（12月分）
4,584

浪速区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務（衆院選・常時）用後納郵便料（平成26年12月分）の支出について
604

浪速区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務（衆院選・常時）用後納郵便料（平成26年12月分）の支出について
2,032,360

浪速区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成26年12月分）①の支出について
32,342

浪速区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成26年12月分）の支出について
8,533

浪速区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成26年12月分）の支出について
125,106

浪速区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成26年12月分）の支出について
8,301

浪速区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成26年12月分）の支出について
6,357

浪速区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用　インターネット回線使用料（26年12月分）の支出について
4,716

浪速区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課各種事務用後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
1,726

浪速区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画業務用　郵便料金（26年12月分）の支出について
276

浪速区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画業務用　郵便料金（26年12月分）の支出について
799

浪速区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画業務用　郵便料金（26年12月分）の支出について
1,060

浪速区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業　新聞未購読世帯への浪速区広報紙（平成27年1月号）配付業務に係る経費の支出について（概算契約）
51,502

浪速区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用リモートアクセスサービス接続用アカウント調達経費の支出について
12,960

浪速区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成26年12月分）①の支出について
1,080

浪速区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課各種事務用後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
246

浪速区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙常時啓発用クリアファイルの購入経費の支出について
42,120

浪速区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務（衆院選）用受取人払（平成26年12月分）の支出について
6,228

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付支払用資金（１月分）の支出について
50,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付支払用資金（１月分マル退）の支出について
10,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課における事務用品（ゴム印）の購入経費の支出について
7,338

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（１２月分）
10,920

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入について（１２月分）
18,600

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年01月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支払いについて（平成27年1月支払分）
1,108,879

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年01月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支払いについて
150

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年01月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成27年1月支払分）
300,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年01月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費の支払いについて
19,800

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年01月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（平成27年1月支払分）
689,785

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年01月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支払いについて
18,009

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市浪速区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託経費の支出について（平成２６年１１月分）
2,439,720

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課における市内出張等旅費の支出について（平成26年12月分）
3,760

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務用市内出張交通費（12月分）の支出について
360

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年01月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
420,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度窓口サービス課（住民情報）における後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
87,426

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 窓口サービス課窓口業務における業務備品購入経費の支出について
271,080
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浪速区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（1２月分）の支出について
2,272

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年度窓口サービス課（住民情報）における後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
34,312

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用複写機コピー代金（12月分）の支出について
10,656

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（1２月分）の支出について
679

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（1２月分）の支出について
265,986

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（1２月分）の支出について
35,323

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（1２月分）の支出について
848,816

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（１月分）
8,995

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（1２月分）の支出について
22,884

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（1２月分）の支出について
86,642

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（1２月分）の支出について
4,040

浪速区役所 市民協働課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 青少年指導員委嘱業務活動に伴う大阪市青少年指導員活動交付金の支出について
388,000

浪速区役所 市民協働課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 緑化推進支援事業用物品の購入経費の支出について
41,774

浪速区役所 市民協働課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業用物品の購入経費の支出について
15,297

浪速区役所 市民協働課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 はぐくみネット事業用差し込み式腕章等購入経費の支出について
28,576

浪速区役所 市民協働課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（平成26年11月分）
55,000

浪速区役所 市民協働課 平成27年01月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 負担金、補助及交付金　分担金 浪速区ものづくりラリーの分担金支出について
1,000,000

浪速区役所 市民協働課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 協働事業等にかかる市内出張旅費（１２月分）の支出について
3,050

浪速区役所 市民協働課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子どもの防犯力アップ事業用啓発色えんぴつ（６色セット）購入経費の支出について
15,120

浪速区役所 市民協働課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立浪速区民センター施設管理業務にかかる委託経費の支出について（第４回目）
7,256,000

浪速区役所 市民協働課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度浪速区コミュニティ育成事業業務にかかる委託経費の支出について（第４回目）
2,143,667

浪速区役所 市民協働課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（人権生涯学習）事業にかかる市内出張旅費(１２月分）の支出について
738

浪速区役所 市民協働課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（人権生涯学習）事業にかかる市内出張旅費(１２月分）の支出について
4,100

浪速区役所 市民協働課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度安全安心マップ作成事業にかかるワークショップの実施経費の支出について
480

浪速区役所 市民協働課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 はぐくみネット事業用五色百人一首購入経費の支出について
21,600

浪速区役所 市民協働課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入（１２月分）の支出について
13,564

浪速区役所 市民協働課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入（１２月分）の支出について
4,305

浪速区役所 市民協働課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入（１２月分）の支出について
1,640

浪速区役所 市民協働課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
688

浪速区役所 市民協働課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 はぐくみネット事業用書籍購入経費の支出について
54,378

浪速区役所 市民協働課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 新世界＆天王寺動物園百年祭イベント告知パンフレット印刷経費の支出について
239,760

浪速区役所 市民協働課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト等にかかる携帯電話通信通話料の支出について（平成２６年１２月分）
7,547

浪速区役所 市民協働課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト等にかかる携帯電話通信通話料の支出について（平成２６年１２月分）
1,703

浪速区役所 市民協働課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市浪速区における新たな地域コミュニティ支援事業にかかる経費の支出について（第４四半期分）
3,750,000

浪速区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２６年１２月分）
22,667

浪速区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（１２月分）
366

浪速区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２６年１２月分）
574

浪速区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（１２月分）
1,452

浪速区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２６年１２月分）
37,319

浪速区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（１２月分）
969

浪速区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（１２月分）
2,898

浪速区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「啓発指導員による放置自転車対策」業務委託料の支出について（１２月分）
381,952

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）１１月分の支出について
71,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）１１月分の支出について
780

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（特別保育用・１月分）の支出について
20,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（通常保育用・１月分）の支出について
90,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０７１３外３件　３名分
64,625

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２０１０２・１４１０１２０１０３
30,500
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浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２０１２７
154,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０６９０
18,230

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２０１２０
90,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）１１・１２月分の支出について
375,362

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０７９８
17,800

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市高齢者住宅改修給付事業における支出について
269,244

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０３３００１３
10,280

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）１１月分の支出について
25,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）１２月分の支出について
1,360

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）１１・１２月分の支出について
230,147

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）１２月分の支出について
21,600

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）１１月分の支出について
74,400

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）１１月分の支出について
1,700

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）１１月分の支出について
25,920

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年１０月分の支出について
215,380

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口払分）の支出について（２７年１月支払３３名分）
415,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月09日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子及び父子並びに寡婦福祉法貸付金の口座振替による支出について第１～２四半期分　　　　（平成２７年４月～平成２７年９月分）
324,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月09日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子及び父子並びに寡婦福祉法貸付金（就学支度資金）の口座振替による支出について
580,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立てにかかる診断書料の支出について
3,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
13,688

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
10,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
3,196

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０２２００９５
258,635

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０８３９
13,750

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
5,100

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２６年９～１１月分の支出について
139,510

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年１１月分の支出について
216,576

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年１０、１１月分の支出について
378,208

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
4,828

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
814

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
8,872

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
2,160

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
8,410

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
10,200

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）１２月分の支出について
214,800

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）１１月分の支出について
4,060

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２６年５，７，１０，１１月分の支出について
104,172

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）９～１２月分の支出について
60,730

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（眼鏡代・装具代）平成２６年６～１２月分の支出について
323,475

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年１１月分の支出について
239,032

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０２２０１０１
55,439

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第１４１０２３００１２号
110,878

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０８４７
24,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２６年１０、１１月分の支出について
320,380

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）１０月分の支出について
60,480

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年９月分の支出について
212,436

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月15日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子及び父子並びに寡婦福祉法貸付金の口座振替による支出について第１～２四半期分　　　　（平成２７年４月～平成２７年９月分）
324,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月15日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子及び父子並びに寡婦福祉法貸付金の口座振替による支出について（就学支度資金）
272,000
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浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０６１８外３名
46,400

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０８５２外１名
35,569

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０２８２外３名
75,900

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）１１・１２月分の支出について
395,323

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）１１月分の支出について
1,674

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）１０～１２月分の支出について
315,410

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費）１１、１２月分の支出について
143,179

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年１１月分の支出について
219,550

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉業務にかかる講師雇上に伴う経費の支出について（１２月分）
10,140

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月16日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子及び父子並びに寡婦福祉法貸付金の口座振替による支出について（修学資金）第4四半期分（平成27年1月～3月分として）
528,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用図書購入経費の支出について（高齢者支援）
2,900

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
8,640

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
300

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
6,112

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年１０月分の支出について
215,380

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 口座不能による児童手当の給付について（平成２６年１０月～１１月分）
20,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０３２０１１６
91,028

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０３２０１１７
19,121

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０３２３外１３名
273,640

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(眼鏡代、装具代)平成２６年８～１２月分の支出について
226,670

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者診療報酬）９・１１月分の支出について
49,920

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（検診料）１１・１２月分の支出について
22,490

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）７・８・１０・１１・１２月分の支出について
112,080

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年１１、１２月分の支出について
686,994

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年１１月分の支出について
213,220

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年１１月分の支出について
237,652

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）９・１２月分の支出について
287,720

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）１０～１２月分の支出について
12,960

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（住宅維持費）１２月分の支出について
98,280

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）１２月分の支出について
17,280

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）１２月分の支出について
3,950

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所給食賄材料費（１月分）の支出について
2,628,910

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（１０・１１月分）
5,940

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 生活保護事務用庁内情報利用パソコン修繕経費の支出について
70,200

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 支出命令書第３８９３号の口座振替不能による再支出（障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０２２００９３）
75,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１３００３７
24,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 支出命令書第３９５４号の口座振替不能による再支出（重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２０１２７）
154,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０２９９外５名
97,874

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費支払資金の支出について　２月分
38,038,808

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費支払資金の支出について　２月分
17,730,537

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費支払資金の支出について　２月分
485,130

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費支払資金の支出について　２月分
200,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費支払資金の支出について　２月分
416,600

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年１１月分の支出について
236,295

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（１０・１１月分）
2,940

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種にかかる医師への報償金の支払いについて（２６年１２月１８日実施分）
49,780

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座（壮年）にかかる報償金の支出について（１１月分）
9,080

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（１０・１１月分）
840
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浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子及び父子並びに寡婦福祉法貸付金の口座振替による支出について（就学支度資金として）
325,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代、給食費）１２月分の支出について
254,759

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年１１月分の支出について
251,976

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診に係る報償金の支出について（平成２６年１２月分）
118,710

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立てにかかる診断書料の支出について
3,240

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度にかかる後見人等報酬助成金の支出について
328,156

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
15,169

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
11,178

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
358

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
5,180

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
4,200

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(眼鏡代・装具代）平成２６年１１・１２月、平成２７年１月分の支出について
243,342

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年１１月分の支出について
231,760

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
284

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
4,180

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
4,200

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品、飲物購入経費の支出について（１月～３月分５０名分）
27,777

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品、飲物購入経費の支出について（１月～３月分５０名分）
14,040

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品、飲物購入経費の支出について（１月～３月分５０名分）
66,096

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用消耗品、飲物購入経費の支出について（１月～３月分５０名分）
324

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第１４１０３２００３２号
175,854

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）1３１０１２０２８７外９名
146,596

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０８０５
17,800

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０２９３外１６名
266,025

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）１１・１２月分の支出について
144,177

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）１１月分の支出について
158,680

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年１２月分の支出について
213,220

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用消耗品、飲物購入経費の支出について（１月～３月分５０名分）
1,620

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２７年１月支払決定分）
333,316

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２７年１月支払決定分）
214,361

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）１２月分の支出について
38,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）１２月分の支出について
13,904

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）１２月分の支出について
3,052

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
100,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２７年１月支払決定分）
239,068

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２７年１月支払分）
26,274

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１２月分一般後納）の支出について
328

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（１２月分）の支出について
556

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１２月分一般後納）の支出について
2,706

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区役所「災害時要援護者の実態把握による地域見守り活動サポート事業」にかかる委託料の支出について（第４四半期分）
2,735,451

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区役所「地域子育てサポートネットワーク事業」にかかる委託料の支出について（第４四半期分）
1,049,500

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１２月分一般後納）の支出について
820

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１２月分一般後納）の支出について
9,626

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１２月分一般後納）の支出について
328

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１２月分一般後納）の支出について
1,989

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１２月分一般後納）の支出について
688

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１２月分一般後納）の支出について
1,312

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１２月分一般後納）の支出について
820
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浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１２月分一般後納）の支出について
1,968

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１２月分一般後納）の支出について
3,280

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（１２月分）の支出について
182,441

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（１２月分）の支出について
581,492

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（１２月分）の支出について
1,744

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（１２月分）の支出について
19,371

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費）１１、１２月分の支出について
312,513

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年１２月分の支出について
230,150

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（１２月分）の支出について
1,963

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（１２月分）の支出について
468

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（１２月分）の支出について
1,510

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（１２月分）の支出について
704

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１２月分一般後納）の支出について
1,148

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（１２月分）の支出について
2,207

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１２月分一般後納）の支出について
1,440

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１２月分一般後納）の支出について
1,640

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１２月分一般後納）の支出について
492

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１２月分受取人払）の支出について
420

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１２月分一般後納）の支出について
6,570

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１２月分一般後納）の支出について
820

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（１２月分）の支出について
1,230

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１２月分受取人払）の支出について
1,423

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業の委託にかかる委託料の支出について（保育ママ大きなじゃんぐる）平成２６年１２月分
535,300

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業にかかる委託料の支出について（ぬくもりのおうち保育ママ７）平成２６年１２月分
967,300

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業にかかる委託料の支出について（保育ママ事業所　あったかスマイル・なにわ）平成２６年１２月分
804,600

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業所運営業務の委託にかかる委託料の支出について「あい・あい保育園　桜川園」平成２６年１２月分
1,125,250

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１２月分一般後納）の支出について
2,050

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１２月分一般後納）の支出について
36,140

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１２月分一般後納）の支出について
3,280

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（１２月分）の支出について
9,831

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１２月分一般後納）の支出について
8,703

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１２月分一般後納）の支出について
2,460

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（１２月分一般後納）の支出について
30,164

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（１２月分受取人払）の支出について
7,489

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（１２月分一般後納）の支出について
7,286

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座にかかる報償金の支出について（１２月分）
4,960

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（１２月分一般後納）の支出について
331

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１２月分一般後納）の支出について
1,640

浪速区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立てにかかる診断書料の支出について
5,400

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 平成26年11月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
49,249

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成26年11月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
1,199,157

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年11月分　一般事務用電話使用料の支出について
21,020

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年11月分　一般事務用ＦＡＸ使用料の支出について
11,616

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民相談事業用FAX回線使用料の支出について（平成26年11月分）
2,772

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 人事総務課事務執行用シュレッダーの購入にかかる経費の支出について
280,800

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 平成26年11月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
270,133

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成26年12月分　庁舎管理維持用ガス使用料の支出について
71,238

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 平成26年12月分　庁舎管理維持用ガス使用料の支出について
12,571
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西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西淀川区公募事業の事業者選定委員会にかかる報償金の支出について（12月19日選定会議・評価開催）
82,645

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 大阪市西淀川区広報紙印刷業務経費の支出について（平成27年1月号）
328,709

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員選挙期日前投票所立会人にかかる報酬の支出について
209,000

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員選挙用開票立会人にかかる報酬の支出について
70,400

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員選挙用投票立会人にかかる報酬について
363,800

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員選挙用投票管理者にかかる報酬について
214,200

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員選挙期日前投票所管理者にかかる報酬の支出について
122,100

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院議員選挙用投票所民間事務従事者にかかる報償金の支出について
814,816

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院議員選挙用投票所施設従事者謝礼の支出について
16,590

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院議員選挙用手話通訳者にかかる謝礼の支出について
23,988

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議院議員総選挙における投票所用物品（養生テープ外２１点）買入にかかる経費の支出について
248,756

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員選挙用投票所施設使用料の支出について
48,000

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
4,718

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区広報紙編集デザイン業務経費の支出について（平成27年1月号）
174,960

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年12月分　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について
10,181

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年12月分　庁内情報利用端末機等(視覚障がい者用)長期借入にかかる経費の支出について
32,572

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年12月分　宿直用寝具等借入にかかる経費の支出について
9,504

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分：衆議院議員総選挙）
7,741

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分：衆議院議員総選挙）
7,309

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分：衆議院議員総選挙）
13,362

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 大阪市西淀川区広報紙新聞折込業務経費の支出について（平成27年1月号）
350,730

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年12月分　一般廃棄物運搬収集にかかる経費の支出について
6,033

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年12月分　 区役所窓口案内業務従事者派遣にかかる経費の支出について
161,406

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 西淀川区役所消防設備修繕にかかる経費の支出について
82,944

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 人事総務課(企画）用市内出張交通費の支出について（平成26年12月分）
1,800

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年12月分　西淀川区役所庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（長期継続契約)
378,000

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年12月分　庁内情報利用パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について
145,880

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成26年12月分　庁内情報利用パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について
3,170

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 衆議院議員総選挙における投票所資材搬入・撤収作業に伴う船車賃借にかかる経費の支出について
399,600

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 衆議院議員選挙用巡視及び職員・投票箱移送タクシー運行業務にかかる経費の支出について
441,000

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年12月分　人事総務課分コピー代金の支出について
51,105

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年12月分　人事総務課分コピー代金の支出について
1,832

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年12月分　人事総務課分コピー代金の支出について
3,277

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内リモコンシステム用　平成２６年１２月分データ通信料の支出について
4,894

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年12月分　連絡調整用市内出張交通費の支出について
6,110

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区広報紙配付業務経費の支出について（平成27年1月号）
74,341

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成26年12月分　連絡調整用市内出張交通費の支出について
330

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成26年12月分　連絡調整用市内出張交通費の支出について
300

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙における投・開票所物品の借上げにかかる経費の支出について
202,122

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 職員との面談にかかる旅費の支出について（平成２７年１月１６日分）
4,560

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報・区民相談・区政会議事業用後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
21,277

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報・区民相談・区政会議事業用後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
2,882

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分　人事総務課事務用郵便料金の支出について
796

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分　人事総務課事務用郵便料金の支出について
873

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報・区民相談・区政会議事業用後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
9,730

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年11月・12月分　経済センサス基礎調査及び商業統計調査　受取人払後納郵便料金の支出について
194

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙用　後納郵便料金（平成２６年１２月分）の支出について
560

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙用　後納郵便料金（平成２６年１２月分）の支出について
6,164
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西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 衆議院議員選挙用職員交通費の支出について
3,010

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議院議員総選挙における投・開票所用物品（ビニールシート）買入にかかる経費の支出について
360,720

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 選挙用　後納郵便料金（平成２６年１２月分）の支出について
2,467,689

西淀川区役所 人事総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙における寝具等借入にかかる経費の支出について
35,640

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用平成２６年１２月分歌島公園種花広場電気使用料の支出について
377

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年１１月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
722

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年１１月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
567

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年１１月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
1,361

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年１１月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
1,100

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年１１月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
6,671

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年１１月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
786

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年１１月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
1,499

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年１１月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
3,873

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年１１月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
4,927

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月06日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　消耗品費 平成２６年１１月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
3,402

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月06日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　消耗品費 平成２６年１１月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
3,593

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月06日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　消耗品費 平成２６年１１月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
1,134

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西淀川区放置自転車対策業務及び調査分析業務にかかる経費（11月分）の支出について
416,016

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年１１月分クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全グループ事務用市内出張交通費の支出について
6,590

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（１２月分・危機管理安全グループ）
1,274

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支払いについて（１２月分・工業）
600

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 大野川遊歩道再生（ルネサンス）事業用、散水栓の蓋の鍵の購入にかかる経費の支出について
39,398

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全推進事業用刺股・蛍光クラックボールの購入にかかる経費の支出について
76,248

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立西淀川区民ホール・大阪市立西淀川区民会館管理業務委託代行料の支出について（平成２６年度第４四半期分）
4,211,341

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用、錠剤肥料外１６点の購入にかかる経費の支出について
188,460

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 大野川緑陰道路一斉清掃事業用、ポリゴミ袋外２点及び環境美化活動事業用、４桁ナンバー可変式南京錠外４点の購入にかかる経費の支出について
93,139

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 大野川緑陰道路一斉清掃事業用、ポリゴミ袋外２点及び環境美化活動事業用、４桁ナンバー可変式南京錠外４点の購入にかかる経費の支出について
63,396

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域活動支援事業・教育支援事業用市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
1,790

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全推進事業　地域安全対策プロジェクト用　携帯電話使用料（１２月分）の支出について
6,417

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区内工業支援事業　技術相談窓口業務用　携帯電話使用料（Ｈ２６．１２月分）の支出について
1,011

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 コミュニティ育成事業「成人の日記念のつどい」における式典運営等業務委託にかかる経費の支出について
84,000

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年１２月分市内出張交通費の支出について（クリーンにしてグリーンなまちづくりグループ）
4,700

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 教育環境整備事業（発達障がいサポーター事業・平成26年12月）における報償金の支出について
269,600

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度技術相談窓口にかかる相談員への報償金の支出について（１２月分）
49,500

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課事業用後納郵便料の支出について（平成２６年度１２月分）
6,478

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援事業用後納郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
4,200

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援事業用後納郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
280

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課事業用後納郵便料の支出について（平成２６年度１２月分）
1,960

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援事業用後納郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
68,859

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援事業用後納郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
660

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援事業用後納郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
2,094

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全事業用後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
291

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課事業用後納郵便料の支出について（平成２６年度１２月分）
60,938

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全事業用後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
1,722

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全事業用後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
322

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市西淀川区における新たな地域コミュニティ支援事業業務委託にかかる経費の支出について（第４四半期分）
4,000,000

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西淀川区放置自転車対策業務及び調査分析業務にかかる経費（12月分）の支出について
357,696

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１１月分証明書発行システム用ＦＡＸ使用料の支出について
3,815
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西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２７年１月分　国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
30,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２７年１月分　国民健康保険料還付金（歳出・退職）の支出について
10,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
2,960

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
600

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年１１月分　窓口サービス課（保険年金）分コピー代金の支出について
11,595

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
320

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
1,280

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
372,634

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
255,442

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
5,171

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月08日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法に基づく葬祭費負担金の支出について
350,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
76,003

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
70,525

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
23,286

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
10,410

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
26,804

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・退職）の支出について
59

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年１１月分　市内出張交通費（住民情報）の支出について
4,510

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月20日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 後期高齢者医療事務用　広域連合標準システムトナー購入にかかる経費の支出について
37,324

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西淀川区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約にかかる経費の支出について（平成26年11月分）
2,619,587

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約にかかる経費の支出について（平成26年11月分）
315,853

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
320

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
1,360

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
45,601

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成２６年１２月分　窓口サービス課（保険年金）分コピー代金の支出について
2,400

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成２６年１２月分　窓口サービス課（保険年金）分コピー代金の支出について
6,187

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
87,687

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
5,061

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 戸籍登録事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
89,709

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
23,906

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
111,433

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
129,478

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
476,557

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
71,922

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険法に基づく出産育児一時金負担金の支出について
625,400

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
5,257

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
63,135

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
86,061

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２６年度（第3四半期）民生委員・児童委員費用弁償にかかる支出について
1,062,550

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２６年度（第3四半期）民生委員・児童委員費用弁償にかかる支出について
1,008,800

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（特別保育分）１月分の支出について
20,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費の支出について
20,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（通常保育分）１月分の支出について
120,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成26年11月分）
26,129

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成26年11月分）
8,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成26年11月分）
3,240

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による妊婦検診料（生活扶助金）の支出について
1,880

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
76,970
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西淀川区役所 福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による訪問看護料（医療扶助金）の支出について
34,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料及び検診料（医療扶助金）の支出について
32,740

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による訪問看護料（医療扶助金）の支出について
852

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
84,544

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉  社会復帰相談指導・家族教室 事業用　講師謝礼１２月分にかかる経費の支出について
10,440

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
961

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
27,164

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
204,884

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
147,244

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
176,208

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
112,098

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
70,692

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
86,668

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
217,460

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
62,880

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
56,400

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による引越代（生活扶助金）の支出について
64,800

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
114,524

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
43,360

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
250,840

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金事業に係る臨時福祉給付金（窓口１月分）の支出について
295,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費の支出について
20,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会用お茶（ペットボトル）代金の支出について（１１月６日～２月１３日分）のべ１９２人分
16,588

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
21,880

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度絵本展実施にかかる準備、運営協力団体への謝礼品購入経費の支出について
29,985

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,895

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
8,094

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
16,640

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる通院移送費（医療扶助金）の支出について
119,200

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費１月分の支出について
2,379,520

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成にかかる経費の支出について
198,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度子育てを応援する担い手育成・地域連携事業の業務委託にかかる経費の支出について（第４四半期分）
1,714,996

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による引越代（生活扶助金）の支出について
194,400

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による短期入所サービス費（介護扶助金）の支出について
23,481

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費・福祉用具費（介護扶助金）の支出について
32,960

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月16日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成２６年度　母子福祉貸付金（修学資金）の支出について（第４四半期分）
457,950

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
4,195

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
4,100

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
5,100
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西淀川区役所 福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
615

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
2,550

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用　市内出張交通費の支出について（１２月分）
320

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代(生活扶助金）の支出について
20,600

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
113,212

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
224,769

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
37,960

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
96,082

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
32,280

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
225,045

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 住宅改修理由書作成費１２月請求分の支出について
10,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料（生活扶助金）の支出について
464,400

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による引越代（生活扶助金）の支出について
240,600

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
51,842

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　平成27年2月分の支出について
21,000,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費　平成27年2月分の支出について
11,000,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　平成27年2月分の支出について
500,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
123,974

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
313,016

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　平成27年2月分の支出について
400,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる通院移送費（医療扶助金）の支出について
26,480

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
18,360

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
10,400

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費　平成27年2月分の支出について
400,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
219,452

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金（措置扶助金）の支出について
100,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成26年　12月分　地域生活支援事業用携帯電話使用料の支出について
3,629

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年１月　重度障害者医療助成にかかる償還払の支出について
1,341,233

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
12,730

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年１月一部負担金相当額等一部助成にかかる償還払の支出について
908,715

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
218,524

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年１月こども医療助成にかかる償還払の支出について
564,970

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年１月ひとり親家庭医療助成にかかる償還払の支出について
112,726

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
36,980

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用　消耗品の購入代金の支出について
18,027

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
132,300

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による妊婦検診料（生活扶助金）の支出について
3,395

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具費（介護扶助金）の支出について
7,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による非指定医療機関診療報酬費（医療扶助金）の支出について
8,420

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による訪問看護料（医療扶助金）の支出について
42,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による非指定医療機関診療報酬費（医療扶助金）の支出について
283,120

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
45,270

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
242,380

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年11･12月分）
2,160

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年11･12月分）
840

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉課（生活支援）用市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月・１２月分）
560

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成26年12月分）
20,661

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成26年12月分）
5,675
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西淀川区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
25,328

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年11･12月分）
420

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年11･12月分）
370

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年11･12月分）
800

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
4,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
11,152

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 福祉課（生活支援）用市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月・１２月分）
7,100

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 福祉課（生活支援）用市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月・１２月分）
860

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 福祉課（生活支援）用市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月・１２月分）
320

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 福祉課（生活支援）用コピー代金の支出について（平成２６年１２月分）
25,846

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
451,973

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料（生活扶助金）の支出について
45,792

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅工事代（住宅扶助金）の支出について
32,400

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる通院移送費（医療扶助金）の支出について
116,680

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年11･12月分）
240

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年11･12月分）
640

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
19,622

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
41,122

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（保育ママきららひめじま駅前保育園）（平成26年12月分）
874,460

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（保育ママきららみてじま保育園）（平成26年12月分）
544,840

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業の業務委託にかかる経費の支出について（小規模保育施設ベビーランドさくら園）（平成26年12月分）
2,470,650

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業の業務委託にかかる経費の支出について（きららかしわざと保育園）（平成26年12月分）
1,482,810

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業の業務委託にかかる経費の支出について（ゆりかごハウス）（平成26年12月分）
1,564,770

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
40,703

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
87,183

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年11･12月分）
180

西淀川区役所 福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年11･12月分）
360

西淀川区役所 保健課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年１２月分小口支払基金の繰入について
21,760

西淀川区役所 保健課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年１２月分小口支払基金の繰入について
807

西淀川区役所 保健課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２６年１２月分小口支払基金の繰入について
6,660

西淀川区役所 保健課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年度ＢＣＧ予防接種事業用　１２月分従事医師報償金の支出について
49,780

西淀川区役所 保健課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２６年１２月分乳幼児健康診査等報償金の支出について
343,280

西淀川区役所 保健課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室従事助産師報償金の支出について
11,160

西淀川区役所 保健課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 健康情報発信事業用リーフレットの印刷経費の支出について
39,744

西淀川区役所 保健課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域健康講座（壮年）事業用クリアフォルダの購入にかかる経費の支出について
71,280

西淀川区役所 保健課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用平成２６年１２月分市内出張交通費の支出について
600

西淀川区役所 保健課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用平成２６年１２月分市内出張交通費の支出について
7,020

西淀川区役所 保健課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年１２月分　保健課コピー代金の支出について
12,565

西淀川区役所 保健課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分後納郵便料金の支出について
2,116

西淀川区役所 保健課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成２６年１２月分保健福祉センター事業用白衣等洗濯代の支出について
1,890

西淀川区役所 保健課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分後納郵便料金の支出について
164

西淀川区役所 保健課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分後納郵便料金の支出について
574

西淀川区役所 保健課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分後納郵便料金の支出について
164

西淀川区役所 保健課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分後納郵便料金の支出について
18,908

西淀川区役所 保健課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分後納郵便料金の支出について
2,945

西淀川区役所 保健課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分後納郵便料金の支出について
164

西淀川区役所 保健課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分後納郵便料金の支出について
18,247

淀川区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（12月分）
34,940
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淀川区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（11月分）
1,303,456

淀川区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所事務（証明書発行）用電話代の支出について（11月分）
3,815

淀川区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 淀川区役所庁舎管理にかかる電話代の支出について（11月分）
20,156

淀川区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（11月分）
1,301,419

淀川区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（12月分）
2,232,959

淀川区役所 総務課 平成27年01月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議院選挙投票事務用ビニールシート買入経費の支出について
366,854

淀川区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙における従事者報酬の支出について（期日前投票従事者・投開票所従事者）
1,047,800

淀川区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院議員総選挙における従事者報酬の支出について（期日前投票従事者・投開票所従事者）
935,522

淀川区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院選挙にかかる開票所用物品の借入および同経費の支出について
56,000

淀川区役所 総務課 平成27年01月15日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員選挙にかかる宿泊施設の借り上げおよび同経費の支出について
196,100

淀川区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分②）
257

淀川区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分②）
1,185

淀川区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院選挙にかかる投票所用物品（灯油）の配送および同経費の支出について
30,240

淀川区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙従事者用寝具の借入および同経費の支出について
18,360

淀川区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院選挙にかかる投票所用物品の借入および同経費の支出について
322,758

淀川区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の就業訓練を目的とした大阪市淀川区役所清掃業務委託契約にかかる経費の支出について（12月分）
124,748

淀川区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市淀川区役所一般廃棄物収集運搬業務にかかる経費の支出について（11月分）
8,803

淀川区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市淀川区役所産業廃棄物収集運搬及び処分業務にかかる経費の支出について（11月分）
23,762

淀川区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出ついて（12月分）
240,862

淀川区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出ついて（12月分）
3,168

淀川区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用国旗の買入経費の支出について
4,460

淀川区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 淀川区役所事務用デジタル印刷機（輪転機）長期借入契約にかかる経費の支出について（12月分）
3,888

淀川区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所・淀川屋内プール複合庁舎管理にかかる水道代の支出について（12月分）
213,021

淀川区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 外国人登録事務用後納郵便料金の支出について（12月分）
3,000

淀川区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課および窓口サービス課（住民情報・戸籍）事務用後納郵便料金の支出について（12月分）
160,340

淀川区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）にかかる経費（12月分）の支出について
504,000

淀川区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年全国消費実態調査にかかる指導員・調査員報酬の支出について
718,110

淀川区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課および窓口サービス課（住民情報・戸籍）事務用後納郵便料金の支出について（12月分）
400

淀川区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 統計事務用郵便料金の支出について（11・12月分）
194

淀川区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 淀川区役所・淀川屋内プール複合庁舎管理にかかる水道代の支出について（12月分）
1,653,946

淀川区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 衆議院議員総選挙にかかる開票所への資材搬入・設営及び投票所への資材搬入・設営・撤収等業務経費の支出について
1,109,160

淀川区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度淀川区役所庁舎の機械警備にかかる経費の支出について（12月分）
75,600

淀川区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度大阪市淀川区役所宿直員用寝具等借入契約にかかる経費の支出について（12月分）
9,936

淀川区役所 総務課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市淀川区役所産業廃棄物収集運搬及び処分業務にかかる経費の支出（12月分）について
24,551

淀川区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 もと淀川区役所漏電調査・修繕工事経費の支出について
86,400

淀川区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度淀川区役所旧庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（12月分）
5,832

淀川区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（12月分）
410

淀川区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（12月分）
8,576

淀川区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（12月分）
5,032,982

淀川区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙にかかる個人演説会公営費用の支出について
56,275

淀川区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（12月分）
32,391

淀川区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 平成26年度衆議院総選挙にかかる市内出張交通費の支出について
18,984

淀川区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議院議員選挙事務用コピー代の支出について（12月分）
23,790

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生涯学習ルームにかかる報償金の支出について（２６年１２月請求分）
137,650

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 第２回淀ナワ王決定戦にかかる会場使用料の支出について（平成２７年２月１日分）
26,640

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 第39回淀川区民まつり事業にかかる業務委託料の支出について
6,130,086

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「第２回淀ナワ王（よどなわキング）決定戦」案内チラシ印刷費の支出について
48,600

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 成人の日記念のつどいにかかるボランティア・市民活動事業保険料の支出について
30,000
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淀川区役所 市民協働課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度淀川区社会教育関係団体等学習会における所要経費の支出について（西中島幼稚園ＰＴＡ）
10,400

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市淀川区学校体育施設開放事業業務委託にかかる経費の支出について（１３回目）
270,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度淀川区社会教育関係団体等学習会における所要経費の支出について（田川幼稚園ＰＴＡ）
15,500

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業用消耗品購入経費の支出について
10,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業用消耗品購入経費の支出について
15,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業用消耗品購入経費の支出について
10,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業用消耗品購入経費の支出について
10,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業用消耗品購入経費の支出について
28,371

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 成人の日記念のつどいにかかるビニール製手抜き袋の買入経費の支出について
18,900

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 はぐくみネット事業業務委託料の支出について１－１０
304,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 スポーツ出前講座の実施にかかる行事保険経費の支出について
3,750

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市淀川区自律的な地域運営を支援するための活動補助金にかかる支出について（新東三国地域活動協議会）
200,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
4,912

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 第３３回淀川区こども文化のまつりにかかる報告書印刷経費の支出について
16,200

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
1,394

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年12月分の料金後納郵便料金の支出について
120

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年12月分の料金後納郵便料金の支出について
82

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年12月分の料金後納郵便料金の支出について
4,182

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年12月分の料金後納郵便料金の支出について
682

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年12月分の料金後納郵便料金の支出について
5,760

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年12月分の料金後納郵便料金の支出について
400

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年12月分の料金後納郵便料金の支出について
1,394

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年12月分の料金後納郵便料金の支出について
79,164

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年12月分の料金後納郵便料金の支出について
1,476

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年12月分の料金後納郵便料金の支出について
240

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年12月分の料金後納郵便料金の支出について
297

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年12月分の料金後納郵便料金の支出について
3,198

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年12月分の料金後納郵便料金の支出について
1,804

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成26年12月分の料金後納郵便料金の支出について
121,680

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 スポーツ出前講座にかかる講師謝礼の支出について(平成２６年１１月実施分)
318,030

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ガーデンパラソル外３点（種から育てる地域の花づくり支援事業用）の購入経費の支出について
55,620

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 放置自転車対策用カラーコーンほか２点の買入経費の支出について
24,408

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災事業用ＰＰＣカラー用紙ほか６点の買入経費の支出について
88,603

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災事業用ＰＰＣカラー用紙ほか６点の買入経費の支出について
8,640

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 第41回新春たこあげ大会用手提袋ほか４点の買入にかかる支出について
28,296

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 放置自転車対策用自着シール式警告エフ印刷業務経費の支出について
301,320

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 市民活動行事保険料（絵本展「ものがたりのちから」参加者用）の支出について
10,500

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通事故防止看板の購入経費の支出について
63,504

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業に係るコピー代（12月分）の支出について
18,406

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 はぐくみネット事業業務委託料の支出について１－１１
67,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業講師謝礼金（三国小学校区）の支出について（第１回）
20,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 スポーツ出前講座にかかる講師謝礼の支出について(平成２６年１２月実施分)
15,520

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生涯学習ルームにかかる報償金の支出について（２７年１月請求分）
73,200

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 スポーツ出前講座（ダンス）にかかる講師謝礼の支出について
13,480

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業講師謝礼金（木川小学校区）の支出について（第２回）
15,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域担当職員への市内出張交通費（平成26年4月～7月分）の支払いについて（口座不能による戻入分）
732

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 第41回新春たこあげ大会用トロフィーの買入にかかる支出について
7,890

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 おおなわとび大会の実施にかかる行事保険経費の支出について
12,900



平成26年度（平成27年01月）　公金支出情報

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

淀川区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度啓発指導員による放置自転車対策業務委託料（12月分）の支出について
105,275

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金平成２７年１月分支払資金（一般）の支出について
400,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金平成２７年１月分支払資金（退職）の支出について
10,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 窓口サービス課（住民情報・戸籍）にかかる書類搬送設備保守点検業務の業務委託契約料の支出について（第３回）
27,432

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
582,216

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約料の支出について（平成２６年１１月分）
3,946,292

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年１月支給分国民健康保険法にかかる療養費（一般）の支出について
956,261

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年１月支給分国民健康保険法にかかる療養費（退職）の支出について
65,533

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
23,150

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年度１月支給分国民健康保険法にかかる葬祭費の支出について
900,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年度１月支給分国民健康保険法にかかる出産育児一時金の支出について
1,204,725

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分・２回目）
20,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用　指サックほか２０点の買入経費の支出について
62,640

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,320

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月22日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
102,300

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる平成２６年１２月分料金後納郵便料の支出について
4,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２６年１２月分料金後納郵便（管理）の支出について
359,072

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる平成２６年１２月分料金後納郵便料の支出について
76,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２６年１２月分料金後納郵便（管理）の支出について
1,307,001

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる平成２６年１２月分料金後納郵便料の支出について
83,140

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２６年１２月分料金後納郵便料（管理・受取人払）の支出について
33,807

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢医療事業にかかる平成２６年１２月分料金後納郵便料（受取人払）の支出について
32,601

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる平成２６年１２月分料金後納郵便料の支出について
50,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢医療事業にかかる平成２６年１２月分料金後納郵便料（受取人払）の支出について
15,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 電子レジスター一式の購入軽費の支出について（窓口サービス課　住民登録・戸籍）
312,120

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかる平成２６年１２月分コピー代金（管理）の支出について
17,767

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）用コピー代の支出について（１２月分）
9,511

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年１月支給分国民健康保険法にかかる療養費（一般）の支出について
857,241

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉業務用消耗品の購入費の支出について（11月分）
15,951

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉業務用自転車の購入費の支出について
18,770

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
67,560

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
152,725

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
10,800

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
7,920

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
20,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
6,910

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
87,548

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
16,660

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
6,910

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
45,660

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
31,360

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
220,520

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
219,664

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支給について
100,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所における消耗品事業資金の支出について（特別保育）　１月分
30,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所における消耗品事業資金の支出について（通常保育）　１月分
120,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
68,372

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
153,657
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淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
44,592

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
60,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
90,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
84,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
90,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
35,260

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
167,180

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
303,745

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
29,160

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
55,660

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
162,140

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
39,680

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
218,584

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
227,224

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度１月分こども健やか医療（こども医療）助成の支給について
500

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
47,923

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（９・１０月分）の支出について
1,320

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（９・１０月分）の支出について
2,304

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（９・１０月分）の支出について
1,560

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（９・１０月分）の支出について
4,370

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
6,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
82

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（９・１０月分）の支出について
1,620

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
241,844

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
42,719

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
84,178

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（９・１０月分）の支出について
1,440

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成26年11月分　歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について
62,380

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（９・１０月分）の支出について
240

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（９・１０月分）の支出について
2,232

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（９・１０月分）の支出について
760

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
623

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口１月分）の支出について
520,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支給について
46,931

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
3,550

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
79,962

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
41,406

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
100,285

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
104,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
87,627

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
70,032

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
20,226

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
274,600

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
197,930

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
306,223

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
10,160

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
57,788

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
40,770
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淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
176,688

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
2,376

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
13,440

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
35,420

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
71,220

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
10,120

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
1,520

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
10,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
58,111

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい者・高齢者の虐待防止業務にかかる出張交通費の支出について（６～１１月）
1,677

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
52,900

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる経費の支出について
269,730

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 生活困窮者自立支援（モデル）事業にかかる電話及びインターネット回線開設工事費用の支出について
27,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 障がい者・高齢者の虐待防止業務にかかる出張交通費の支出について（６～１１月）
10,748

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
6,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
82

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
112,390

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
128,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
6,820

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
192,320

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
172,584

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
1,910

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度淀川区発達障がい児等子育て支援事業業務委託料の支出について（１２月分）
24,310

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度淀川区発達障がい児等子育て支援事業業務委託料の支出について（１１月分）
42,420

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
14,950

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
31,523

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
127,530

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
24,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
83,825

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
24,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
10,500

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
10,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
344,792

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
195

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
29,800

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
11,500

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
177,030

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
186,920

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 独居高齢者等サポート事業にかかる講師料の支出について
12,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て支援事務用ＯＡフィルター他１１点の購入経費の支出について
32,724

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
55,439

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
116,662

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
139,981

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
116,485

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
378,530

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
30,853

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
5,950

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
17,130
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淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
13,750

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援担当市内出張交通費（研修分）の支払について
2,130

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
283,080

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
144,754

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
17,120

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
21,720

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
10,800

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
223,984

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用等液状のり補充用他６点の購入並びに同経費の支出について
7,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用等液状のり補充用他６点の購入並びに同経費の支出について
932

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川区障がい者就労移行支援事業者合同説明会配付用冊子の作成経費の支出について
95,040

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１２月分）
2,734

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域ささえ愛推進事業にかかる委託料の支出について（第２四半期分）
2,200,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
399,345

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
83,357

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
46,007

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
47,008

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる平成２７年２月分の生活保護費の支出について
29,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる平成２７年２月分の生活保護費の支出について
16,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる平成２７年２月分の生活保護費の支出について
250,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
347,057

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
301,292

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
325,427

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
234,745

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる平成２７年２月分の生活保護費の支出について
300,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法にかかる平成２７年２月分の生活保護費の支出について
500,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１２月分）
755

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１２月分）
410

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１２月分）
164

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１２月分）
800

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１２月分）
82

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用等液状のり補充用他６点の購入並びに同経費の支出について
4,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１２月分）
1,804

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１２月分）
2,296

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１２月分）
738

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１２月分）
24,457

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業講師料１２月分の支出について
9,460

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１２月分）
1,394

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１２月分）
1,148

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１２月分）
1,516

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１２月分）
6,880

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１２月分）
6,336

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１２月分）
4,035

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１２月分）
82

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１２月分）
2,552

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１２月分）
410

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１２月分）
22,675

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（１２月分）
1,073,300
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淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（１２月分）
596,800

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１２月分）
7,794

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用等液状のり補充用他６点の購入並びに同経費の支出について
2,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１２月分）
29,211

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１２月分）
14,092

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１２月分・受取人払い）
246

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１２月分・受取人払い）
1,403

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１２月分）
369

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１２月分）
39,250

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１２月分）
44,678

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１２月分）
2,234

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１２月分）
5,330

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１２月分）
2,962

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１２月分）
1,560

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１２月分）
3,198

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１２月分）
9,147

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１２月分）
82

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度1月分重度障がい者医療費助成の支給について
1,280,024

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
71,965

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
47,775

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
126,199

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
89,080

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
41,406

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
19,335

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
27,918

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
8,488

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１２月分）
2,884

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１２月分）
5,043

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１２月分）
1,394

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１２月分）
3,698

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度1月分一部負担金相当額等一部助成の支給について
2,162,343

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支給について
19,563

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１２月分）
16,164

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１２月分）
25,300

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（１２月分）
1,095,600

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業（小規模保育）の業務委託にかかる経費の支出について（みゆきっこ　つばめ保育園）（１２月分）
1,952,360

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度１月分こども健やか医療（こども医療）助成の支給について
671,066

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
4,100

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１２月分）
2,214

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度１月分ひとり親家庭医療費助成の支給について
65,727

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所における給食材料購入費（１月分）にかかる支出について
2,961,540

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（１２月分）
31,498

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
88,552

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
12

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
1,558

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
362,428

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
315,794
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淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
656

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（１２月分）
54,121

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
683,973

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
138,040

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
231,505

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
45,272

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金第４四半期分）の支出について
2,052,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金第４四半期分）の支出について
324,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金第４四半期分）の支出について
292,950

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金第４四半期分）の支出について
564,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金第４四半期分）の支出について
1,214,910

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金第４四半期分）の支出について
274,800

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金第４四半期分）の支出について
321,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金第４四半期分）の支出について
483,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川区子育て支援情報誌「ゆめキッズ」編集印刷業務委託料の支出について（平成27年1月版子育て支援MAP）
37,800

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
41,406

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
108,719

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
41,217

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
21,380

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
15,050

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
62,311

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
232,941

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
14,404

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種（ＢＣＧ１２月分）にかかる医師報償金の支出について
99,560

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師料１２月分の支出について
18,560

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生活支援担当用コピー代の支出について（１２月分）
38,739

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
56,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
205,293

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
4,860

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
656

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
186,445

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
386,540

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
137,700

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
9,920

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
68,340

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
22,200

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
16,690

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
24,480

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金第４四半期分）の支出について
162,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,460

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
20,600

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
7,680

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
157,662

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
13,770

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
52,290

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
34,560

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
5,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
49,248
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淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
223,984

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
241,264

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
229,384

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
226,824

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 健康教育事業講師にかかる報償金の支出について（12月分）
18,180

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
4,100

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（１２月分）
1,082,150

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等の報償金の支出について（１２月分）
666,530

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
370

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代の支出について（１２月分）
4,504

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,826

淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 後見人等の報酬助成にかかる費用の支出について
255,000

淀川区役所 政策企画課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度淀川区役所広報誌点訳業務委託（概算契約）（平成26年5月号～平成27年4月号）にかかる経費の支出について（平成26年12月号分）
37,260

淀川区役所 政策企画課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度淀川区役所広報誌配付業務委託（概算契約）（平成26年4月号～平成27年3月号）にかかる経費の支出について（平成26年12月号分）
138,159

淀川区役所 政策企画課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 淀川区福祉バス運行業務（10月分）にかかる経費の支出について
750,000

淀川区役所 政策企画課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入について（広報用レターパック買入分）
11,730

淀川区役所 政策企画課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴・広報情報発信事業にかかる物品（蛍光マーカーペン外３点）の購入及び同経費の支出について
6,307

淀川区役所 政策企画課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川区40周年記念イベント「YODOGAWA　EXPO　４０ｔｈ」パンフレットの印刷経費の支出
28,350

淀川区役所 政策企画課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 淀川区福祉バス運行業務（11月分）にかかる委託料の支出について
750,000

淀川区役所 政策企画課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 大阪市淀川区役所広報誌印刷業務（平成26年5月号～平成27年4月号）にかかる経費の支出について（平成27年1月号分）
1,006,128

淀川区役所 政策企画課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成２６年度淀川区役所広報誌新聞折込広告業務委託（概算契約）（平成26年5月号～平成27年4月号）にかかる経費の支出について（平成27年1月号分）
901,550

淀川区役所 政策企画課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度淀川区広報誌企画編集及びアドバイス業務委託契約（平成26年5月号～平成27年4月号）にかかる経費の支出について（平成27年1月号分）
367,200

淀川区役所 政策企画課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川区情報紙　YODO-REPO（よどがわレポート)017号～020号の印刷及び同経費の支出について（017号分）
17,820

淀川区役所 政策企画課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民モニター事業用（受取人払）後納郵便料金（12月分）の支出について
10,680

淀川区役所 政策企画課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整事業・広聴事業・広報事業用後納郵便料金（12月分）の支出について
38,132

淀川区役所 政策企画課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 オープン区役所推進のためのワイヤレスインターネット通信料の支出について（１２月分）
4,608

淀川区役所 政策企画課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 オープン区役所推進のためのワイヤレスインターネット通信料の支出について（１２月分）
108

東淀川区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度 新聞未購読世帯への東淀川区広報紙配付業務委託(平成26年4月号～平成27年3月号)(概算契約)(その２)の実施にかかる経費の支出について(12月号
125,226

東淀川区役所 総務課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年11月分市内出張交通費の支出について（総務課（総合企画））
5,828

東淀川区役所 総務課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年11月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（総務課（広報））
459

東淀川区役所 総務課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　単独電話機（ＮＥＣ）購入にかかる経費の支出について
170,100

東淀川区役所 総務課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年11月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（窓口サービス課（住民情報）外４件）
51,674

東淀川区役所 総務課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入について（平成26年12月分）
29,788

東淀川区役所 総務課 平成27年01月06日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入について（平成26年12月分）
2,340

東淀川区役所 総務課 平成27年01月06日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入について（平成26年12月分）
7,440

東淀川区役所 総務課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年11月分コピー機に係る消耗品費の支出について（総務課外２件）
75,832

東淀川区役所 総務課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　輪転機用インク外１点の購入に係る経費の支出について
270,864

東淀川区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話料金の支出について（平成26年11月分）
47,232

東淀川区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 iOS搭載タブレット型コンピューター及びリモートアクセスサービス接続用アカウントのレンタルに係る経費の支出について（ライセンス料　12月分）
2,160

東淀川区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成26年12月14日執行　衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかるトラック等借上経費の支出について
741,960

東淀川区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成26年12月14日執行　衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかるタクシー借上経費の支出について
471,870

東淀川区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査に係る宿泊ホテルの借上げ経費の支出について
29,600

東淀川区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分電話料金（出張所センター）の支出について
69,135

東淀川区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度東淀川区区政会議［安全・安心部会］及び［健康・福祉・子育て部会］に係る議事のテープ起こし及び議事録作成業務委託に係る経費の支出について
36,720

東淀川区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査事務従事者用（投票日分）弁当の納入にかかる経費の支出について
234,300

東淀川区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区役所アングル棚移設業務（その２）にかかる経費の支出について
280,800

東淀川区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における臨時電話の利用料等の支出について
11,693

東淀川区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東淀川区の広報紙（平成26年5月号～平成27年4月号）概算印刷の実施及び同経費の支出について（1月号分）
625,482
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東淀川区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」企画編集業務委託（平成26年５月号～平成27年４月号）にかかる支出について（１月号分）
223,560

東淀川区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における期日前投票管理者の報酬等の支払について
244,200

東淀川区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における投票管理者（当日）報酬の支払について
252,000

東淀川区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における投票立会人（当日）報酬の支払について
428,000

東淀川区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における開票立会人（当日）報酬の支払について
70,400

東淀川区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における期日前投票立会人の報酬等の支出について
418,000

東淀川区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における手話通訳・点字解読者の報酬等の支出について
32,788

東淀川区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における民間事務従事者（当日）報償金の支払について
959,520

東淀川区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　費用弁償 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における期日前投票管理者の報酬等の支払について
12,080

東淀川区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　費用弁償 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における期日前投票立会人の報酬等の支出について
6,000

東淀川区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における市内出張交通費（職員）の支出について
33,270

東淀川区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 平成26年12月14日執行予定　衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査事務用ゴム印の購入経費の支出について
4,762

東淀川区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査事務従事者用（期日前分）弁当の納入のかかる契約及び支出について
108,900

東淀川区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 平成26年12月14日執行の衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかるタクシー利用料の立替払いの支出について
30,490

東淀川区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 平成26年12月14日執行衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における東井高野投票所警備の委託経費の支出について
50,544

東淀川区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における開票所設営用長机の借上げ及び開票所の設営・撤去作業委託経費の支出について
107,001

東淀川区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所窓口案内業務従事者派遣に係る経費の支出について（12月分）
279,990

東淀川区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 iOS搭載タブレット型コンピューター及びリモートアクセスサービス接続用アカウントのレンタルに係る経費の支出について（12月電話料金）
14,046

東淀川区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入について（平成27年１月分）
19,620

東淀川区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分　後納郵便料金の支出について（総務課（総合企画））
32,369

東淀川区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス使用料の支出について（平成26年12月分）
5,130

東淀川区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成26年度　東淀川区広報紙新聞折込広告業務委託（平成26年5月号～平成27年4月号）（概算契約）にかかる経費の支出について（1月号分）
571,077

東淀川区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度第３回東淀川区区政会議［本会］に係る議事のテープ起こし及び議事録作成業務委託契約に係る経費の支出について
18,360

東淀川区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度 新聞未購読世帯への東淀川区広報紙配付業務委託（平成26年4月号～平成27年3月号）（概算契約）（その２）の実施にかかる経費の支出について（1月号）
126,100

東淀川区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区合同庁舎等清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（12月分）
453,600

東淀川区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区役所及び同出張所一般廃棄物収集・運搬及び処分委託経費の支出について（12月分）
19,055

東淀川区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式長期借入に係る経費の支出について（平成26年12月利用分）
388,379

東淀川区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分東淀川区選挙管理委員会事務用後納郵便料の支出について
280

東淀川区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分東淀川区選挙管理委員会事務用後納郵便料の支出について
7,688

東淀川区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 非常勤嘱託職員の通勤災害にかかる療養補償費の支払いについて（平成26年11月分）
84,132

東淀川区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における市内出張交通費（職員）の支出について（追加分）
600

東淀川区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分東淀川区選挙管理委員会事務用後納郵便料の支出について
4,806,374

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年１１月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（窓口サービス課　保険年金）
28,419

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成27年1月分国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の支出について
100,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成27年1月分国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の支出について
500,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金平成２７年１月支払資金の支出について
150,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金平成２７年１月支払資金の支出について
20,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２６年１２月受付分）
47,768

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年10月分市内出張交通費の支出について（窓口サービス課　住民情報）
8,750

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２６年１２月受付分）
57,316

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２６年１２月受付分）
191,454

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２６年１２月受付分）
8,123

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成26年12月分国民健康保険葬祭費の支出について
750,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成26年12月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
345,790

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（９・１０・１１月分）
2,375,484

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（９・１０・１１月分）
4,750,969

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２６年１２月受付分）
80,167

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（９・１０・１１月分）
1,187,741
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東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（１２月分）（保険年金）
1,200

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる後納郵便料金（平成２６年１２月分）の支出について
128,166

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(１２月分)
6,252

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる後納郵便料金（平成２６年１２月分）の支出について
132,168

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(１２月分)
588,635

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（１２月分）（保険年金）
1,860

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(１２月分)
1,141,115

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(１２月分)
138,340

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(１２月分)
150,548

東淀川区役所 市民協働課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年11月分コピー機に係る消耗品費の支出について（市民協働課（庶務）外３件）
28,052

東淀川区役所 市民協働課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
10,000

東淀川区役所 市民協働課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
6,140

東淀川区役所 市民協働課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 防災力の向上事業にかかる東淀川区防災地図印刷経費の支出について
36,720

東淀川区役所 市民協働課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 防災力の向上事業（12月17日防災講演会）に係る報償金の支出について
7,980

東淀川区役所 市民協働課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東淀川区人権啓発推進事業「東淀川区地域人権リーダー養成講座」公募型プロポーザル業務委託先選定委員会に係る報償金の支出について
50,555

東淀川区役所 市民協働課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区における新たな地域コミュニティ支援事業業務委託に係る経費の支出について（第４四半期分）
5,182,500

東淀川区役所 市民協働課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 防災力の向上事業（12月21日防災講演会）に係る報償金の支出について
24,300

東淀川区役所 市民協働課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 防災力の向上事業（12月13日（土）防災教育）に係る報償金の支出について
21,380

東淀川区役所 市民協働課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
574

東淀川区役所 市民協働課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年１１月分市内出張交通費の支出について(市民協働課)
12,200

東淀川区役所 市民協働課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 12月分地域安全対策事業用携帯電話料金の支出について
8,663

東淀川区役所 市民協働課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災力の向上事業用携帯電話（ＰＨＳ）料金の支出について（１２月分）
19

東淀川区役所 市民協働課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　東淀川区における啓発指導員による放置自転車対策に係る業務委託経費（12月分）の支出について
318,600

東淀川区役所 市民協働課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成26年１１月分市内出張交通費の支出について(市民協働課)
980

東淀川区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年度12月分市民協働課各種業務に係る後納郵便料金の支出について
1,476

東淀川区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年度12月分市民協働課各種業務に係る後納郵便料金の支出について
10,303

東淀川区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年度12月分平成26年経済センサス－基礎調査及び商業統計調査に係る後納郵便料金の支出について
194

東淀川区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年度12月分市民協働課各種業務に係る後納郵便料金の支出について
820

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度東淀川区セラピードッグ交流事業に係る委託料の支出について（第３回中間払い）
54,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 大阪市立西淡路第２保育所外２保育所における特別保育消耗品事業資金１月分の支出について
30,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 大阪市立豊里第１保育所外５保育所における消耗品事業資金１月分の支出について
180,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 平成26年11月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（生活支援））
19,670

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（契約更新料）にかかる経費の支出について
10,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
335,029

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助及び葬祭扶助にかかる経費の支出について
341,710

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による医療扶助及び葬祭扶助にかかる経費の支出について
10,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年10月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
2,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成26年11月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
6,563

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成26年11月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
1,645

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成26年10月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
23,490

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成26年10月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
6,320

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 平成26年11月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（生活支援））
21,389

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
316,021

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(検査料)にかかる経費の支出について
72,570

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月07日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 平成26年11月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
2,908

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成26年11月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（介護保険）
16,627

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 東淀川区子育て情報紙印刷用カラー用紙購入経費の支出について
23,328

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
3,140
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東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
10,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
233,918

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
66,659

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
164

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 いきいき百歳体操時健康教育にかかる講師謝礼の支出について（平成26年11月分計２回）
10,480

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年11月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
3,920

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業・セラピードッグ交流事業・介護予防地域健康講座にかかる電子レジスター感熱紙外24点の購入経費の支出について
45,733

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業・セラピードッグ交流事業・介護予防地域健康講座にかかる電子レジスター感熱紙外24点の購入経費の支出について
23,652

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健事業用白衣等洗濯請負代金の支出について（平成26年11月分）
7,738

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
198,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成26年11月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
4,980

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成26年11月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
14,870

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務事務用消耗品にかかる経費の支出について
44,728

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(引越費用)にかかる経費の支出について
163,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
334,886

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
463,478

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
217,665

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
192,996

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３か月児健診（１１月分）にかかる報償金の支出について
99,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科健診（１１月分）にかかる報償金の支出について
31,190

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 １歳６か月児健診（１１月分）にかかる報償金の支出について
161,940

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３歳児健診（１１月分）にかかる報償金の支出について
224,820

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口払分）の支出について（１月分）
440,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業・セラピードッグ交流事業・介護予防地域健康講座にかかる電子レジスター感熱紙外24点の購入経費の支出について
20,525

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度絵本読み聞かせ事業に係る委託料の支出について（第４四半期）
2,892,249

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
104,339

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代等）にかかる経費の支出について
46,089

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）にかかる経費の支出について
21,502

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費等）にかかる経費の支出について
34,280

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 酒害教室事業講師謝礼の支出について　平成２６年度１２月分
9,520

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 酒害教室事業講師謝礼の支出について　平成２６年度１１月分
9,520

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉普及啓発事業の支出について　平成２６年１１月分
14,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(移送費)にかかる経費の支出について
34,220

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
66,480

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(食事療養費)にかかる経費の支出について
14,880

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
27,340

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
68,170

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
221,976

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業報償金の支出について（１１月分）２
202,140

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業報償金の支出について（１１月分）
228,380

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎前花壇の整備に係る葉牡丹の購入経費の支出について
30,996

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分－２）
406

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生活保護業務事務用消耗品にかかる経費の支出について
77,122

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分－２）
5,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センターにかかる携帯電話の通話料の支出について（平成26年11月分）
5,535

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分－２）
1,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
31,440

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
134,091
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東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
754,526

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
82,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務事務用消耗品にかかる経費の支出について
196,344

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（１２月分）
64,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分－２）
164

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分－２）
1,512

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業講師謝礼の支出について　平成２６年１１月分
9,160

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 いきいき百歳体操時健康教育にかかる講師謝礼の支出について（平成26年12月４日実施分）
4,300

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 中学生勉強会の学生ボランティアにかかる報償金の支出について（平成２６年１２月）
42,060

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 中学生勉強会の学生ボランティアにかかる報償金の支出について（平成２６年１１月）
95,010

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
76,261

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
154,127

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
49,926

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
8,541

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
6,288

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
236,308

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
72,525

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
97,484

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
25,466

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
58,320

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
23,580

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(検査料)にかかる経費の支出について
5,180

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(長期入院診療報酬)にかかる経費の支出について
43,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
17,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
41,080

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(移送費)にかかる経費の支出について
10,920

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による平成２７年１月扶助費の支出について
300,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
4,680

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
100

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
3,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
499,414

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
139,159

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）にかかる経費の支出について
48,491

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大阪市立豊里第１保育所外５保育所における給食費１月分の支出について
4,129,220

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区役所保健福祉課（生活支援）金庫移設作業にかかる費用の支出について
5,412

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
49,895

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
55,439

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
177,531

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
22,532

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
164,986

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
358,720

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（住宅維持費）の支出について（11月分）
44,280

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費(施設入所サービス等に係る利用料)にかかる経費の支出について
64,590

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業用医師報償金の支出について（平成２６年１２月分）
99,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年１月分）
5,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年１月分）
82

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度東淀川区セラピードッグ交流事業に係る委託料の支出について（第４回中間払い）
108,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度東淀川区「望まない妊娠」を防止するための健康教育事業に係る委託料の支出について（第４回中間払い）
221,572
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東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区児童虐待ハイリスク家庭の全件調査・就学前子育て支援事業に係る委託料の支出について（第５回中間払い）
670,549

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第３４号）
300,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第３２号）
270,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第２８号）
229,975

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
20,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による平成27年2月分扶助費の支出について
53,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
173,303

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
372,100

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による平成27年2月分扶助費の支出について
23,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による平成27年2月分扶助費の支出について
750,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（１２月分）
207,871

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による平成27年2月分扶助費の支出について
500,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）にかかる経費の支出について
34,630

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による平成27年2月分扶助費の支出について
1,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
386,620

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年１月分）
164

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年１月分）
82

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分－３）
164

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護認定審査会開催にかかる食糧費（288名分・平成27年１から３月）の支出について
21,772

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座にかかる講師謝礼の支出について（平成26年12月分計３回）
15,720

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
45,217

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
54,487

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
563,613

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
62,208

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
221,228

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(家財保管料)にかかる経費の支出について
13,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
189,940

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
66,883

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
378,931

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
362,866

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
209,940

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
221,752

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
86,100

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
3,870

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
24,983

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
221,860

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
213,220

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
17,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による平成２７年２月分扶助費の支出について（出張所）
6,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による平成２７年２月分扶助費の支出について（出張所）
2,500,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による平成２７年２月分扶助費の支出について（出張所）
50,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
67,760

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
23,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による平成２７年２月分扶助費の支出について（出張所）
300,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による平成２７年２月分扶助費の支出について（出張所）
300,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
214,264

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第４四半期の支出について
243,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第４四半期の支出について
3,922,500
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東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉資金（修学資金等）第４四半期の支出について
405,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
21,189

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
6,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
487,219

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（１２月分）
222,227

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
249,160

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について（26年10月申請分）
486,195

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成の支出について（26年10月申請分）
95,930

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 東淀川区役所保健福祉課（生活支援）電話移設工事にかかる費用の支出について
167,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センターにかかる携帯電話の通話料の支出について（平成26年12月分）
5,470

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（12月分）
266

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 女性の平均寿命延伸作戦用後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
194

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（12月分）
92,240

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　東淀川区役所保健福祉課総合相談窓口委託事業に係る委託料の支出について（12月分及び第３四半期補正額分）
872,900

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「要援護者見守り活動事業に係るボランティアポイント管理等業務」委託契約に係る平成27年1月～3月分経費の支出について
869,570

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成26年12月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
13,984

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（12月分）
942

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（12月分）
80,327

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（12月分）
8,742

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（12月分）
4,536

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
13,605

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見市長審判請求にかかる診断書作成料の支出について
17,300

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
75,708

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
35,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
85,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（12月分）
15,261

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（12月分）
2,542

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（12月分）
1,681

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（12月分）
2,326

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第２５号）
270,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（12月分）
1,359

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分　郵便料金の支出について（生活支援）
1,110,319

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
128,717

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
102,753

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
134,580

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
389,630

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
324,741

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
395,189

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
329,137

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(教材代等)にかかる経費の支出について
103,060

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
366,137

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（技能修得費）にかかる経費の支出について
7,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
238,024

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
229,536

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
192,996

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
150,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
4,260

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
420
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東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
704

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
164

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
164

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
82

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
2,694

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
82

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
2,460

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
5,770

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
830

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
5,598

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
812

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
972

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（12月分）
12,898

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（12月分）
120

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（12月分）
27,641

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（12月分）
4,266

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
1,578

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業（小規模保育）業務委託料の支出について（平成26年12月分）
1,806,670

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成26年12月分）
1,147,250

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成26年12月分）
533,900

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成26年12月分）
1,146,100

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成26年12月分）
1,067,650

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成26年12月分）
1,181,750

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業（小規模保育）業務委託料の支出について（平成26年12月分）
2,301,380

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成26年12月分）
572,300

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（12月分）
1,460

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（12月分）
6,664

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
29,752

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（12月分）
16,435

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（12月分）
164

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成26年12月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（介護保険）
17,319

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成26年12月分
150,569

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成26年12月分
33,991

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（12月分）
980

東成区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所及び東成区保健福祉センター分館周辺樹木剪定業務委託経費の支出について
252,288

東成区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所及び保健福祉センター（分館）ガス使用料の支出について（１２月分）
4,017

東成区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所電話料金の支出について（１１月分）
21,084

東成区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報関連証明発行システム回線使用料の支出について（１２月分）
3,815

東成区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 区役所及び保健福祉センター（分館）ガス使用料の支出について（１２月分）
1,890

東成区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
3,434

東成区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 東成区保健福祉センター分館内埋設水道管漏水に伴う修繕工事経費の支出について
145,800

東成区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東成区役所ケーブルテレビ使用料の支出について（１１月分）
3,780

東成区役所 総務課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 東成区役所空調修繕工事経費の支出について
259,416

東成区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 衆議院議員総選挙事務従事者用市内出張交通費の支出について（１２月分）
3,696

東成区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（１２月分）
802

東成区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所電気料金の支出について（１１月分）
728,566

東成区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（１２月分）
1,439

東成区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉センター（分館）電気使用料の支出について（１２月分）
97,179
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東成区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２６年全国消費実態調査調査にかかる調査員報償金の支出について
256,740

東成区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙常時啓発物品の購入にかかる支出について（成人の日のつどい用啓発物品）
36,720

東成区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（１２月分）
677

東成区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 保健福祉センター（分館）電気使用料の支出について（１２月分）
45,732

東成区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（１２月分）
377

東成区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙用投票所の投票管理者報酬の支出について
151,200

東成区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙用期日前投票所の投票管理者報酬の支出について
122,100

東成区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙用投票所の投票立会人報酬の支出について
256,800

東成区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙用期日前投票所の投票立会人報酬の支出について
209,000

東成区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院議員総選挙用投票所の手話通訳者謝礼の支出について
23,600

東成区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院議員総選挙用投票所の民間事務従事者謝礼の支出について
569,618

東成区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 衆議院議員総選挙投票所資材の搬入・搬出に伴う業務委託の実施及び経費の支出について
470,880

東成区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課用市内出張交通費の支出について（１２月分）
13,650

東成区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口案内従事者業務委託にかかる委託料の支出について（１２月分）
297,702

東成区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計調査（工業統計及び国勢調査調査区設定及び全国消費実態調査）用市内出張交通費の支出について（１２月分）
2,760

東成区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員総選挙用電話料金の支出について（１２月分）
12,774

東成区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政総括担当用後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
8,051

東成区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎外１箇所清掃業務委託長期継続経費の支出について（１２月分）
348,883

東成区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器（東成区）一式長期借入（庁内端末５台）にかかる経費の支出について（１２月分）
6,554

東成区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器（省スペース型デスクトップ）一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
14,688

東成区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器（東成区役所）一式長期借入（庁内端末４８台他）にかかる経費の支出について（１２月分）
156,574

東成区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 東成区役所庁舎外１箇所清掃業務委託長期継続経費の支出について（１２月分）
35,597

東成区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用及び統計用（工業統計調査）後納郵便料の支出について（１２月分）
814

東成区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎から排出する産業廃棄物処分業務委託経費の支出について（１２月分）
3,348

東成区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区保健福祉センター（分館）警備業務委託長期継続経費の支出について（１２月分）
26,071

東成区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎から排出する産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（１２月分）
1,684

東成区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（１２月分）
3,110

東成区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東成区役所ケーブルテレビ使用料の支出について（１２月分）
3,780

東成区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課用及び統計用（工業統計調査）後納郵便料の支出について（１２月分）
328

東成区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙後納郵便料金の支出について(選挙事務用・衆院選事務用)（平成26年12月分）
1,210

東成区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙後納郵便料金の支出について(選挙事務用・衆院選事務用)（平成26年12月分）
4,674

東成区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 東成区保健福祉センター（分館）警備業務委託長期継続経費の支出について（１２月分）
12,269

東成区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙用開票立会人報酬の支出について
79,200

東成区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 衆議院議員総選挙事務従事者用市内出張交通費の支出について（１２月分）
1,980

東成区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議院議員選挙事務用コピー料金の支出について（１２月分）
9,747

東成区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 選挙後納郵便料金の支出について(選挙事務用・衆院選事務用)（平成26年12月分）
2,112,090

東成区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成２７年１月分）
100,000

東成区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（平成２７年１月分）
840,000

東成区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（１月分）資金前渡
100,000

東成区役所 窓口サービス課 平成27年01月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（１月分）一般
158,832

東成区役所 窓口サービス課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度窓口用電子レジスター保守点検業務委託料の支出について（８月～１１月分　２回目／全３回）
11,426

東成区役所 窓口サービス課 平成27年01月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２５年９月分～平成２６年１１月分）
311,938

東成区役所 窓口サービス課 平成27年01月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成２６年１２月分）
450,000

東成区役所 窓口サービス課 平成27年01月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（平成２６年１２月分）
742,810

東成区役所 窓口サービス課 平成27年01月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（１月分）一般
2,187

東成区役所 窓口サービス課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託長期継続契約経費の支出について（１１月分）
2,293,920

東成区役所 窓口サービス課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
18,000

東成区役所 窓口サービス課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険用事務用品購入経費の支出について
9,720
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東成区役所 窓口サービス課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険用事務用品購入経費の支出について
68,502

東成区役所 窓口サービス課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険用事務用品購入経費の支出について
57,240

東成区役所 窓口サービス課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 需用費　消耗品費 国民健康保険用事務用品購入経費の支出について
37,800

東成区役所 窓口サービス課 平成27年01月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 国民健康保険用事務用品購入経費の支出について
2,160

東成区役所 窓口サービス課 平成27年01月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（１月分）一般
75,278

東成区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金：保険）用コピー料金の支出について（12月分）
876

東成区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険12月分）
8,594

東成区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費の支払いについて（保険年金12月分）
1,290

東成区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金：保険）用コピー料金の支出について（12月分）
8,435

東成区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金：管理）用コピー料金の支出について（12月分）
1,527

東成区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理12月分）
22,583

東成区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険12月分）
16,108

東成区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理12月分）
618,975

東成区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険12月分）
138,120

東成区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金：保険）用コピー料金の支出について（12月分）
1,200

東成区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険12月分）
57,222

東成区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険12月分）
61,317

東成区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス（住民情報）事務用出張交通費（１２月分）の支出について
1,320

東成区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録事務用後納郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
134,823

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１２月分）の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
98,680

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
43,200

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１２月分）の支出について
19,680

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１２月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,160

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(装具代)の支出について（４件分）
76,656

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（特別保育用・平成27年1月分）
10,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（平成27年1月分）
60,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座における講師謝礼金の支出について(平成26年12月10日実施分)
9,880

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１２月分）の支出について
16,200

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１２月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１２月分）の支出について
12,620

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１２月分）の支出について（４９名分）
310,493

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
87,832

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座における講師謝礼金の支出について(平成26年12月12日実施分)
9,200

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東成区発達障がい児支援事業従事者（発達障がいサポーター）への報償金の支出について【１１月分】
71,587

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成26年度 民生委員･児童委員にかかる費用弁償（第3四半期）の支出について
1,015,150

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
130,523

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
95,733

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
151,200

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用事務用品購入経費の支出について
17,042

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１２月分）の支出について（３２名分）
274,748

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１２月分）の支出について
15,552

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１２月分）の支出について
600

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１２月分）の支出について（３件分）
29,300

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について
20,600



平成26年度（平成27年01月）　公金支出情報

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

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１２月分）の支出について
20,450

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１２月分）の支出について
4,809

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１２月分）の支出について
5,140

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１２月分）の支出について
19,923

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修の支出について
5,465

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について
25,571

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
7,560

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,320

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,160

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
1,080

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
21,500

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について（２件分）
41,290

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,320

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
25,152

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
7,080

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成26年度 民生委員･児童委員にかかる費用弁償（第3四半期）の支出について
965,150

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業にかかる臨時福祉給付金（窓口１月分）の支出について
155,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１２月分）の支出について
41,200

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡）の支出について
14,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
100,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１月分）の支出について
5,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越分）の支出について
34,560

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費の支出について
118,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１１月分＞の支出について
85,200

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による長期入院患者診療報酬の支出について
43,200

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による長期入院患者診療報酬の支出について
43,200

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
236,980

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
216,220

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東成区健康づくり対策事業用地域版ヘルスガイド（カレンダータイプポスター）印刷経費の支出について
39,960

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度『「おまもりネット事業」を活用した高齢者・障がい者等支援セーフティネット構築事業』にかかる業務委託料（第4四半期分）の支出について
5,440,228

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成26年度　民生委員･児童委員にかかる費用弁償（第3四半期・新任分）の支出について
2,425

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について（３件分）
33,777

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について
9,100

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について（３件分）
50,541

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１１月分＞の支出について
88,515

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について
18,444

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について
19,440

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種（ＢＣＧ）従事医師への報償金の支出について（１２月分）
49,780

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成26年度　民生委員･児童委員にかかる費用弁償（第3四半期・新任分）の支出について
2,425

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
47,930

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
223,660
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東成区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
45,300

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１月分）の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について
8,619

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜５月・１１月分＞の支出について
80,280

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について
9,746

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について
9,880

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,320

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
99,360

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
31,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について（２件分）
55,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,320

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
18,444

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉事業従事者への報償金の支出について（１２月分）
9,080

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
210,508

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
1,832

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
1,188

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
183,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１月分）の支出について
9,500

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１月分）の支出について
670

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について
11,900

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
43,200

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１２月分＞の支出について
42,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１２月分＞の支出について
19,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１２月分＞の支出について
105,509

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１２月分＞の支出について
70,142

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
8,515

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
4,338

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
1,640

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
4,250

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
6,500

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
3,880

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
3,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
28,700

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
191,588

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
139,580

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について（３１名分）
208,709

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について
14,450

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について
7,900



平成26年度（平成27年01月）　公金支出情報

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

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１２月分＞の支出について
103,598

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１０・１１・１２月分＞の支出について（３件分）
90,804

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１２月分＞の支出について
46,452

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１２月分＞の支出について
29,512

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
220,520

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立診断書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について（３件分）
33,722

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について
12,954

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用定例・新規追給払分扶助費の支出について（２月分）
24,959,357

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について（４件分）
36,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
75,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用定例・新規追給払分扶助費の支出について（２月分）
12,938,409

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１２月分＞の支出について
91,375

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用定例・新規追給払分扶助費の支出について（２月分）
248,260

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１２月分＞の支出について
13,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について（３件分）
53,028

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について（２件分）
46,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,160

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用定例・新規追給払分扶助費の支出について（２月分）
249,050

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
213,220

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所給間食材料代の支出について（平成27年1月分）
1,281,630

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（１月分）の支出について（１８名分）
52,581

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度「おまもりネット事業」を活用した高齢者・障がい者等支援セーフティネット構築事業にかかる第1回事業者選定委員会委員謝礼の支出について
39,620

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
144,571

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
224,086

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
380,895

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
232,277

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
339,178

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について（精神障害）
298,500

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子寡婦福祉貸付金の支出について（第4四半期）
162,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子寡婦福祉貸付金の支出について（第4四半期）
120,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子寡婦福祉貸付金の支出について（第4四半期）
162,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子寡婦福祉貸付金の支出について（第4四半期）
162,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年１１～１２月分）
1,200

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年１１～１２月分）
720

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年１１～１２月分）
960

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年１１～１２月分）
6,480

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
656

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
53,349

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
1,148

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年１１～１２月分）
1,440

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年１１～１２月分）
480

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年１１～１２月分）
1,380

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
4,182

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
1,352

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
7,570

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
9,744
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東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
20,209

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
500

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい児通所給付費償還給付にかかる支出について
6,900

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費償還給付にかかる支出について
6,900

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年１１～１２月分）
3,520

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
835

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
553

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
2,952

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
4,184

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
164

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
29,085

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年１１～１２月分）
720

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
1,124

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
82

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
738

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
6,356

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
1,476

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年１１～１２月分）
2,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
410

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
256

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
2,686

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年１１～１２月分）
480

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
3,280

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
13,934

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
4,267

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
410

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
4,568

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
246

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
13,348

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
2,452

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（Ｈ２６年１１～１２月分）
480

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
45,922

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
12,375

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
2,121

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
79

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（平成２７年１月分）
532,603

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当等一負助成事業用医療費の支出について（平成２７年１月分）
89,049

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員市内出張交通費の支出について（１１～１２月分）
7,040

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員市内出張交通費の支出について（１１月分）
3,880

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（１２月分）
396,411

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（１２月分）
34,105

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について
16,100

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
32,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１月分）の支出について
18,036

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
29,700

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について（２件分）
36,000
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東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（1月分）の支出について
2,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１２月分＞の支出について
48,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１２月分＞の支出について
58,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１２月分＞の支出について
25,265

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について
23,760

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,240

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(装具代)の支出について
46,688

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について（２件分）
27,248

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
22,008

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,500

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について（３件分）
60,500

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
170,210

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
224,136

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（平成２７年１月分）
229,713

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（平成２７年１月分）
30,579

東成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等従事者への報償金の支出について（１２月分）
343,280

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東成区広報紙「ひがしなりだより」（平成２６年５月号～平成２７年４月号）概算印刷にかかる経費の支出について（１２月号分）
193,514

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会「親子で楽しめるマジック＆腹話術ショー」講師謝礼の支出について（東中本幼稚園ＰＴＡ）
17,040

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会「親子で楽しめるマジック＆腹話術ショー」講師謝礼の支出について（東中本幼稚園ＰＴＡ）
17,040

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
52

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年01月13日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
4,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会「子育てについて～幼児から中学生まで～講演会」 講師謝礼の支出について（東成区ＰＴＡ協議会）
22,800

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会「クリスマスコンサート」 講師謝礼の支出について（今里幼稚園ＰＴＡ）
8,600

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会「クリスマスコンサート」 保育謝礼の支出について（今里幼稚園ＰＴＡ）
2,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策事業用物品（ひったくり防止カバー）買入にかかる経費の支出について
346,680

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策業務用携帯電話料金の支出について（平成26年12月分）
5,679

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への東成区広報紙「ひがしなりだより」の配付業務委託　平成26年４月号～平成27年3月号（概算契約）にかかる経費支出について（１２月号分）
58,347

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年01月16日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 大阪市街頭犯罪抑止チーム啓発用物品（ポケットティッシュ）の買入について
32,400

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年01月16日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
3,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度東成区民センター管理運営委託経費の支出について（第４四半期分）
12,652,750

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権に関する講演会にかかる講師謝礼の支出について
16,340

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課一般事務用消耗品（インクカートリッジ　外１２点）買入経費の支出について
116,007

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度東成区広報紙「ひがしなりだより」編集業務委託　平成26年５月号～平成27年４月号にかかる経費の支出について（１月号分）
179,820

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 緑化推進事業（東成人材育成研修（バラ）物品(バラ肥料外11点））購入経費の支出について
16,513

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 成人の日つどい事業にかかる記章外１点の買入経費の支出について
38,473

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まちづくり推進課出張交通経費（１２月）の支出について
3,650

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 成人の日記念のつどい事業にかかるカラーペーパー他６点の買入経費の支出について
51,025

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東成区広報紙「ひがしなりだより」（平成２６年５月号～平成２７年４月号）概算印刷にかかる経費の支出について（１月号分）
346,269

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便発送経費（１２月分）の支出について
784

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便発送経費（１２月分）の支出について
572

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便発送経費（１２月分）の支出について
82
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東成区役所 まちづくり推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便発送経費（１２月分）の支出について
5,002

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便発送経費（１２月分）の支出について
4,332

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便発送経費（１２月分）の支出について
56,420

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 東成区広報紙「ひがしなりだより」新聞折込広告業務委託（平成26年５月号～平成27年４月号）（概算契約）にかかる経費の支出について（１月号分）
315,176

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 文化交流事業による地域活性化事業業務委託（深江地域を中心とした歴史的資源を活用した市民協働によるまちづくり支援事業）経費の支出について
570,028

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 自然とふれあう世代間交流事業「しぜんふれあいフェスタ」業務委託経費の支出について
257,580

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度東成区広報紙「ひがしなりだより」点字版製作・配送業務 平成26年6月号～平成27年4月号（概算契約）にかかる経費の支出について（１月号分）
64,357

生野区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生野区役所（市民局証明書発行システム）にかかる通信料金の支出について（平成26年11月分）
3,815

生野区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生野区役所ひかり電話等使用料の支出について（11月分）
21,020

生野区役所 総務課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金の繰入について（12月総務課分）
7,322

生野区役所 総務課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金の繰入について（12月総務課分）
2,392

生野区役所 総務課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　食糧費 総務課用小口支払基金の繰入について（12月総務課分）
5,368

生野区役所 総務課 平成27年01月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金の繰入について（12月総務課分）
20,434

生野区役所 総務課 平成27年01月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金の繰入について（12月総務課分）
14,850

生野区役所 総務課 平成27年01月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　手数料 総務課用小口支払基金の繰入について（12月総務課分）
7,050

生野区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平成26年度災害対策職員用住宅に係る電話回線使用料（基本料）の支出について（12月分）
2,768

生野区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所職員外勤用自転車外２点の購入経費の支出について
288,750

生野区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用新聞未購読世帯への生野区広報紙配付業務委託経費の支出について（平成26年12月号分）
78,938

生野区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用水性マーカー外１１２点の購入経費の支出について
3,888

生野区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用プリンタートナーカートリッジ外３点の購入経費の支出について
7,905

生野区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用プリンタートナーカートリッジ外３点の購入経費の支出について
111,617

生野区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用水性マーカー外１１２点の購入経費の支出について
29,899

生野区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用水性マーカー外１１２点の購入経費の支出について
6,372

生野区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用水性マーカー外１１２点の購入経費の支出について
24,310

生野区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用水性マーカー外１１２点の購入経費の支出について
3,132

生野区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用水性マーカー外１１２点の購入経費の支出について
173,114

生野区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用水性マーカー外１１２点の購入経費の支出について
61,206

生野区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用水性マーカー外１１２点の購入経費の支出について
3,283

生野区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用水性マーカー外１１２点の購入経費の支出について
27,108

生野区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用プリンタートナーカートリッジ外３点の購入経費の支出について
15,088

生野区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用水性マーカー外１１２点の購入経費の支出について
1,231

生野区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用水性マーカー外１１２点の購入経費の支出について
24,796

生野区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用プリンタートナーカートリッジ外３点の購入経費の支出について
15,088

生野区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年全国消費実態調査にかかる調査員報酬の支出について
256,740

生野区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 衆議院議員選挙事務従事者用弁当（期日前）の購入経費の支出について
52,800

生野区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 衆議院議員選挙事務従事者用弁当（当日Aルート）の購入経費の支出について
108,000

生野区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課市内出張旅費の支出について（１１月分）
21,144

生野区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 平成２６年度生野区選挙常時啓発事業用カイロ（名入れ）の購入経費の支出について
36,480

生野区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 衆議院議員選挙事務にかかる市内出張旅費の支出について（１２月分）
10,270

生野区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 衆議院議員選挙事務にかかる市内出張旅費の支出について（１１月分）
1,560

生野区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 総務課市内出張旅費の支出について（１１月分）
960

生野区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度生野区役所庁舎から排出する産業廃棄物処分業務委託経費の支出について（１０月分）
4,370

生野区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用生野区広報紙点字版製作業務委託経費の支出について（平成27年１月号分）
29,970

生野区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 衆議院議員総選挙・ 高裁判所裁判官国民審査用に係る投票所器材の搬入及び撤収・格納業務委託経費の支出について
432,000

生野区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式のリース費用の支出について（１２月分）
70,113

生野区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用デスクトップパソコンのリース費用の支出について（１２月分）
3,780

生野区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度調達庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（１２月分）
270,360

生野区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報事業用生野区広報紙印刷経費の支出について（平成27年１月号分）
247,757
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生野区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所庁舎清掃業務委託経費の支出について（１２月分）
523,800

生野区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度生野区役所トイレ便器洗浄機等賃借業務経費の支出について（１０月～１２月分）
23,490

生野区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 生野区役所ケーブルテレビ利用料の支出について（１２月分）
5,162

生野区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議院議員選挙事務用消耗品（標札枠）の購入経費の支出について
111,888

生野区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成26年度衆議院議員選挙にかかる選挙従事者報酬の支出について
1,074,100

生野区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 平成26年度衆議院議員選挙にかかる投票所民間事務従事者及び手話通訳者謝礼の支出について
929,130

生野区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 衆議院議員総選挙・ 高裁判所裁判官国民審査用タクシー移送経費の支出について
557,550

生野区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 広報事業用生野区広報紙新聞折込広告業務委託経費の支出について（平成27年1月号分）
303,116

生野区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 総務課（選挙担当）事務用料金後納郵便料の支出について（１２月分）
2,838,970

生野区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー料金の支出について（１２月分）
91,827

生野区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（12月分）
22,360

生野区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（12月分）
1,108

生野区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（12月分）
1,631

生野区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度生野区役所庁舎から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務経費の支出について（１２月分）
7,359

生野区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度生野区役所庁舎から排出する産業廃棄物処分業務委託経費の支出について（１１月分）
2,737

生野区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー料金の支出について（１２月分）
331

生野区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（12月分）
1,510

生野区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議院議員選挙事務用コピー料金の支出について（１２月分）
65,111

生野区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 衆議院議員選挙事務従事者用弁当（当日Bルート）の購入経費の支出について
108,000

生野区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙・ 高裁判所裁判官国民審査用寝具等借入の実施経費の支出について
37,800

生野区役所 市民協働課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 子どもの安全確保事業防犯カメラ用電気料金の支出について（勝山小学校 12月請求分）
370

生野区役所 市民協働課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 子どもの安全確保事業防犯カメラ用電気料金の支出について（舎利寺小学校 12月請求分）
339

生野区役所 市民協働課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 子どもの安全確保事業防犯カメラ用電気料金の支出について（西生野小学校 12月請求分）
357

生野区役所 市民協働課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 子どもの安全確保事業防犯カメラ用電気料金の支出について（巽南小学校 12月請求分）
339

生野区役所 市民協働課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 地域安全コミュニティづくり事業ホームページ（いくパト.ＣＯＭ）にかかる回線使用料及び手数料の支出について（１１月分）
108

生野区役所 市民協働課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度市民協働型自転車利用適正化事業（地下鉄南巽駅周辺）経費の支出について（11月分）
39,960

生野区役所 市民協働課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度市民協働型自転車利用適正化事業（JR桃谷駅・近鉄鶴橋駅周辺）の経費の支出について（11月分）
68,250

生野区役所 市民協働課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 地域安全コミュニティづくり事業ホームページ（いくパト.ＣＯＭ）にかかる回線使用料及び手数料の支出について（１１月分）
3,506

生野区役所 市民協働課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 子どもの安全確保事業防犯カメラ用電気料金の支出について（生野小学校 12月請求分）
304

生野区役所 市民協働課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成26年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について
99,900

生野区役所 市民協働課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 子どもの安全確保事業防犯カメラ用電気料金の支出について（林寺小学校 12月請求分）
304

生野区役所 市民協働課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生野区ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会にかかる講師謝礼金の支出について（勝山中学校）
25,120

生野区役所 市民協働課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課１２月分）
1,490

生野区役所 市民協働課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 子どもの安全確保事業防犯カメラ用電気料金の支出について（田島小学校 12月請求分）
304

生野区役所 市民協働課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課１２月分）
900

生野区役所 市民協働課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課１２月分）
2,964

生野区役所 市民協働課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課１２月分）
5,184

生野区役所 市民協働課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課１２月分）
2,400

生野区役所 市民協働課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課１２月分）
2,583

生野区役所 市民協働課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度JR桃谷駅周辺地域自転車利用適正化協働パートナー事業業務事業者選定会議（第1回目）にかかる委員報償金の支払いについて
49,415

生野区役所 市民協働課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課市内出張交通費の支出について（１１月分）
31,222

生野区役所 市民協働課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 子どもの安全確保事業防犯カメラ用電気料金の支出について（生野南小学校 12月請求分）
304

生野区役所 市民協働課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課市内出張交通費の支出について（１０月分　口座不能分）
320

生野区役所 市民協働課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度大阪市生野区地域活動協議会補助金の支出について（Ａブロックスリーアイズ大会）
100,000

生野区役所 市民協働課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成26年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について
99,900

生野区役所 市民協働課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生野区ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業にかかる支出について
8,600

生野区役所 市民協働課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会にかかる講師謝礼の支出について
14,700

生野区役所 市民協働課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 子どもの安全確保事業防犯カメラ用電気料金の支出について（北鶴橋小学校 12月請求分）
304
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生野区役所 市民協働課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区防災対策事務用衛星携帯電話料金の支出について（１１月分）
24,000

生野区役所 市民協働課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立生野区民センター管理運営経費の支出について（第４四半期分）
8,858,093

生野区役所 市民協働課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 人権啓発事業「シニア向けタブレット教室」の実施経費の支出について
70,200

生野区役所 市民協働課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権啓発事業「ひと・愛・ふれあいフェスタ　うたでつながる、つなげる、人と人」にかかる講師謝礼の支出について（２／２）
19,000

生野区役所 市民協働課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権啓発事業「ひと・愛・ふれあいフェスタ　青少年国際理解講座」にかかる講師謝礼の支出について（２／２）
6,000

生野区役所 市民協働課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課１２月分（２））
900

生野区役所 市民協働課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全コミュニティづくり事業地域安全防犯パトロール用携帯電話料金の支出について（１２月分）
10,632

生野区役所 市民協働課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 子どもの安全確保事業防犯カメラ用電気料金の支出について（巽南小学校 1月請求分）
305

生野区役所 市民協働課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 子どもの安全確保事業防犯カメラ用電気料金の支出について（舎利寺小学校 1月請求分）
305

生野区役所 市民協働課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度生野区コミュニティ育成事業経費の支出について（第４四半期）
1,676,700

生野区役所 市民協働課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支出について（１２月分）
1,148

生野区役所 市民協働課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支出について（１２月分）
5,470

生野区役所 市民協働課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支出について（１２月分）
2,090

生野区役所 市民協働課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支出について（１２月分）
76,595

生野区役所 市民協働課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支出について（１２月分）
82

生野区役所 市民協働課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用コピー料金の支出について（１２月分）
52,253

生野区役所 市民協働課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用コピー料金の支出について（１２月分）
10,466

生野区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 子どもの安全確保事業防犯カメラ用電気料金の支出について（西生野小学校 1月請求分）
305

生野区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 子どもの安全確保事業防犯カメラ用電気料金の支出について（勝山小学校 1月請求分）
305

生野区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 地域安全コミュニティづくり事業ホームページ（いくパト．ＣＯＭ）にかかるドメイン取得経費及び手数料の支出について
324

生野区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度ＪＲ桃谷駅周辺地域自転車利用適正化協働パートナー事業の経費の支出について（第2回 10月～12月分）
1,151,618

生野区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度市民協働型自転車利用適正化事業（JR桃谷駅・近鉄鶴橋駅周辺）の経費の支出について（12月分）
63,000

生野区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度市民協働型自転車利用適正化事業（地下鉄南巽駅周辺）経費の支出について（12月分）
35,520

生野区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 地域安全コミュニティづくり事業ホームページ（いくパト．ＣＯＭ）にかかるドメイン取得経費及び手数料の支出について
1,852

生野区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金　平成２７年１月分支払資金（一般）の支出について　　　　　　平成２７年１月５日支払分
200,000

生野区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国保保険料還付金　平成２７年１月分支払資金（退職者医療）の支出について　　　　　平成２７年１月５日支払分
5,000

生野区役所 窓口サービス課 平成27年01月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支出について（受付番号　62 1件）
7,290

生野区役所 窓口サービス課 平成27年01月08日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険事業にかかる葬祭費負担金（1月分資金前渡金）の支出について
200,000

生野区役所 窓口サービス課 平成27年01月08日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険事業にかかる出産育児一時金（1月分資金前渡金）の支出について
1,500,000

生野区役所 窓口サービス課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金の繰入について（１２月分住民情報担当分）
8,640

生野区役所 窓口サービス課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業にかかる療養費の支出について（退職・１２月分）
64,995

生野区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課小口支払基金の繰入について（１２月分２回目住民情報担当分）
4,640

生野区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）出張旅費（平成２６年１１・１２月分）の支出について
1,860

生野区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）出張旅費（平成２６年１１・１２月分）の支出について
1,080

生野区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）出張旅費（平成２６年１１・１２月分）の支出について
3,170

生野区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業にかかる療養費の支出について（一般・１月分）
990,635

生野区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険事業にかかる葬祭費の支出について（受付番号 159～171 13件）
650,000

生野区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支出について（受付番号　63～68 6件）
1,166,821

生野区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業にかかる療養費の支出について（退職・１月分）
7,588

生野区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（滞繰・一般）の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年１月２９日支払分
513,765

生野区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・外国籍住民登録）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
114,678

生野区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
15,184

生野区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（就学担当）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
102,129

生野区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー料金の支出について（１２月分）
13,506

生野区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用品の購入経費の支出について
2,673

生野区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
207,754

生野区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー料金の支出について（１２月分）
6,752

生野区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
1,447,961
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生野区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
197,715

生野区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
132,493

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事務用コピー料金の支出について（１１月分）
15,786

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
109,504

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
86,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
6,156

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる検診料の支出について
13,170

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
213,220

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
213,220

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成26年1月分特別保育　公立保育所消耗品費事業資金の支出について
20,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成26年1月分通常保育　公立保育所消耗品費事業資金の支出について
90,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,580

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
4,122

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
43,700

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
52,840

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
5,601

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる家財処分料の支出について
39,204

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
11,150

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
5,130

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
41,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
11,433

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
24,370

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
6,180

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
29,814

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
41,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
21,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
11,580

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
13,890

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
3,078

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
3,435

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
3,900

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
13,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
20,350

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかるその他医療扶助（食事療養費）の支出について
14,880

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
10,754

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
390,087

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる検診料の支出について
4,390

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
22,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
254,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
5,384

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（11月分）
365,920

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
47,680

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
11,800
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生野区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
25,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
36,646

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
3,078

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
17,630

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
12,355

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
18,580

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる家財処分料の支出について
96,120

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
220,212

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
213,220

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
14,050

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
41,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
7,190

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
108,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
97,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
1,881

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
23,976

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
1,050

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
11,358

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
32,610

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
332,414

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
13,630

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる検診料の支出について
12,160

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
6,040

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
227,110

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成26年度12月分　歯科健康相談にかかる報償金の支出について
31,190

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口払1月分資金前渡金）の支出について
590,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
12,862

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
59,680

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
37,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
335,587

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
56,080

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
220,492

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
228,212

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
37,100

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（12月分）
64,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
22,896

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる診療報酬（長期入院患者特別料金分）の支出について
69,120

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 保健福祉課（生活支援担当）シュレッダー購入経費の支出について
214,380

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
86,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
43,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
46,440

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
18,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
80,000



平成26年度（平成27年01月）　公金支出情報

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

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
30,240

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
5,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
15,717

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
15,552

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
17,420

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
198,024

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
5,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年度ＢＣＧ予防接種報償金の支出について（１２月分）
74,670

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年度12月分・乳幼児健診等報償金の支出について
374,470

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（26年12月分）
15,470

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（１２月分）の支出について
1,824

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
10,050

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
221,320

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
110,072

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（１２月分）の支出について
246

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（１２月分）の支出について
820

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（１２月分）の支出について
1,082

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（１２月分）の支出について
164

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（１２月分）の支出について
871

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（１２月分）の支出について
6,590

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（１２月分）の支出について
6,616

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（26年12月分）
4,557

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（26年12月分）
14,957

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（１２月分）の支出について
164

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（１２月分）の支出について
20,548

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（26年12月分）
20

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
25,500

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
3,144

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
20,990

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
7,880

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について
270,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について
60,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
7,050

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
1,500

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（12月分）
378,358

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
28,161

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
34,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
8,570

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（12月分）
372,634

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,500

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
58,880

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
205,192

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
219,620

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
48,732

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,452

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
48,000
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生野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
282,332

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について
270,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,550

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
17,496

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる２月分生活保護費の支出について（資金前渡金）
50,000,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,260

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる２月分生活保護費の支出について（資金前渡金）
26,000,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる２月分生活保護費の支出について（資金前渡金）
600,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（12月分）
241,121

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（12月分）
326,480

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
158,804

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる２月分生活保護費の支出について（資金前渡金）
20,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
28,092

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
30,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
4,320

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法にかかる２月分生活保護費の支出について（資金前渡金）
380,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
278,920

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所事業にかかる市立保育所賄材料費事業資金の支出について（1月分）
1,422,560

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉事業にかかる平成26年度母子福祉貸付金の支出について（第4四半期分）
1,074,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
28,283

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
43,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
34,360

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
19,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
5,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
36,100

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
7,790

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる妊娠検査料の支出について
3,680

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
38,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費　被保護者にかかる住宅維持費の支出について
103,312

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかるその他医療扶助（食事療養費）の支出について
14,880

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
18,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
214,416

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
214,416

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
217,820

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
307,510

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉事業にかかる平成26年度母子福祉貸付金の支出について（生活資金・1月～3月分）
150,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉事業にかかる平成26年度母子福祉貸付金の支出について（生活資金・1月～3月）
423,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 生野区生活困窮者自立促進支援モデル事業にかかるローカウンター外３点購入経費の支出について
104,392

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業の業務委託にかかる経費の支出について（１０月分）
1,229,330

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療助成費の支出について（１月分）
1,989,153

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業用医療費助成費の支出について（１月分）
243,413

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業用医療費助成費の支出について（１月分）
7,120

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
32,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療助成費の支出について（１月分）
183,909

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（１月分）
87,249
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生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事務用コピー料金の支出について（１２月分）
14,045

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
984

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（12月分）
11,430

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（12月分）
17,850

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（12月分）
14,072

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
59,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
18,500

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
8,550

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
12,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
51,500

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
29,160

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,300

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（12月分）
96

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（12月分）
8,172

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（12月分）
1,910

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（12月分）
58,136

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について
196,186

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
492

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー料金（その１・その２）の支出について（12月分）
60,483

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
948,079

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
111,033

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
22,458

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる妊娠検査料の支出について
3,120

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
25,420

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
4,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
84,790

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年度BCG予防接種報償金の支出について（１月分）
74,670

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（12月分）
29,885

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（12月分）
9,531

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（12月分）
43

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（12月分）
9,036

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（12月分）
15,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（12月分）
16,232

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（12月分）
47,583

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業の業務委託にかかる経費の支出について（１０月分）
1,804,810

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業の業務委託にかかる経費の支出について（１１月分）
1,156,360

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（12月分）
1,258

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所事業にかかる市立保育所賄材料費事業資金の戻入加算部分の支出について（1月分）
66,300

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（１２月分）
28,067

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（平成２６年１２月分）の支出について
135,105

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（１２月分）
7,015

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（平成２６年１２月分）の支出について
20,297

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（平成２６年１２月分）の支出について
602

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
234,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
224,820
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生野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
250,000

旭区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用トナー購入にかかる経費の支出について
17,820

旭区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用トナー購入にかかる経費の支出について
68,040

旭区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分　証明書発行システム回線使用料の支出について
3,815

旭区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分（１１月使用分）専用回線電話代の支出について
37,518

旭区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙期日前投票所に係る投票管理者及び投票立会人報酬の支出について
331,100

旭区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院議員総選挙に係る手話通訳事務従事者報償金の支出について
23,600

旭区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙に係る施設使用申込み及び使用料の支出について
20,000

旭区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙に係る投票所施設使用料の支出について
35,795

旭区役所 総務課 平成27年01月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙に係る投票立会人報酬の支出について
299,600

旭区役所 総務課 平成27年01月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院議員総選挙に係る民間事務従事者報償金の支出について
671,470

旭区役所 総務課 平成27年01月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙に係る投票管理者報酬の支出について
176,400

旭区役所 総務課 平成27年01月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員総選挙にかかる帰宅タクシー代（立替払い）の支出について
1,960

旭区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課コピー代の支出について（平成26年10月分）
13,851

旭区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課コピー代の支出について（平成26年10月分）
23,284

旭区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１１月分ＡＤＳＬ使用料の支出について
3,939

旭区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区広報紙用　企画編集業務所要経費の支出について（平成２７年１月号）
144,000

旭区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 近助を基本とする地域災害対策体制の確立用、モバイルバッテリー他購入経費の支出について
48,859

旭区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用消耗品（掲示板等）購入経費の支出について
3,618

旭区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用消耗品（掲示板等）購入経費の支出について
270,334

旭区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用消耗品（掲示板等）購入経費の支出について
19,440

旭区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 衛星携帯電話通信料金にかかる支出について（ＫＤＤＩ・平成26年11月分）
40,000

旭区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙に係る開票立会人報酬の支出について
88,000

旭区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 衆議院議員総選挙に伴う警備業務委託料の支出について
15,120

旭区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 衆議院議員総選挙投票所巡視等タクシー配車・運行業務にかかる経費の支出について
231,960

旭区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 衆議院議員選挙開票所資材搬入・撤収用自動車借上げにかかる支出について
55,404

旭区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院議員総選挙に係る点字解読者報償金の支出について
8,800

旭区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課コピー代の支出について（平成26年11月分）
42,013

旭区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課コピー代の支出について（平成26年11月分）
21,610

旭区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴広報事務用　乾式電子複写機使用料の支出について（平成２６年１１月分）
1,270

旭区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 雑用水加圧給水ポンプ発報対応にかかる支出について
255,528

旭区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（26年12月分 2回目）
6,600

旭区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 衛星携帯電話通信料金にかかる支出について（平成26年11月分）
60,000

旭区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（26年12月分 2回目）
2,920

旭区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 総務課コピー代の支出について（平成26年11月分）
16,190

旭区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 旭区広報紙用　新聞折込広告業務所要経費の支出について（平成２７年１月号）
235,965

旭区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所窓口案内業務従事者派遣に係る経費の支出について（１２月分）
161,460

旭区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 近助を基本とする地域災害対策体制の確立用、輪転機消耗品購入経費の支出について
38,016

旭区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 旭区広報紙用　印刷業務所要経費の支出について（平成２７年１月号）
218,743

旭区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用トナー購入にかかる経費の支出について
220,190

旭区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（総務課分　平成２６年１１月分）にかかる支出について
20,610

旭区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（12月分）
652

旭区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（12月分）
82

旭区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（12月分）
1,640

旭区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（12月分）
3,168

旭区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（12月分）
9,648

旭区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所庁舎並びに旭区保健福祉センター分館　清掃業務委託にかかる支出について（平成２６年１２月分）
287,280

旭区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区保健福祉センター分館機械警備委託業務にかかる支出について（平成２６年１２月分）
36,720
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旭区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所庁舎及び旭区保健福祉センター分館から排出する一般廃棄物収集運搬・処分業務委託にかかる支出について（平成２６年１２月分）
26,156

旭区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（旭区役所）一式　長期借入にかかる支出について（平成２６年１２月分）
249,202

旭区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン（旭区役所）長期借入にかかる支出について（平成２６年１２月分）
82,177

旭区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（総務課分　平成２６年１１月分）にかかる支出について
300

旭区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（12月分）
8,364

旭区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分　選挙費）
2,354,125

旭区役所 総務課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（27年1月分 1回目）
37,180

旭区役所 総務課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（27年1月分 1回目）
18,244

旭区役所 総務課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（27年1月分 1回目）
8,400

旭区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分　選挙費）　その２
89,432

旭区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙に係る個人演説会施設使用料の支出について
25,850

旭区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙開票事務にかかる区役所附設会館時間外使用料の支出について
60,800

旭区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区広報紙用　配付業務所要経費の支出について（平成２７年１月号）
44,998

旭区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 旭区災害対策職員住宅に係る賃料の支出について（２月分）
85,200

旭区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 近助を基本とする地域災害対策体制の確立用、大型消火器の消火薬剤充填購入経費の支出について
48,816

旭区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課コピー代の支出について（平成26年12月分）
15,697

旭区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 旭区役所　中央監視盤設備修繕にかかる支出について
99,792

旭区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年12月～27年1月分（11～12月使用分）証明書発行システム通信料の支出について
1,610

旭区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分　証明書発行システム回線使用料の支出について
3,815

旭区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分ＡＤＳＬ使用料の支出について
3,939

旭区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分（１２月使用分）専用回線電話代の支出について
37,937

旭区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 総務課コピー代の支出について（平成26年12月分）
25,101

旭区役所 市民協働課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ（公設置）に係る電気料金の支出について（新森６丁目）12月分
341

旭区役所 市民協働課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ（公設置）に係る電気料金の支出について（新森４丁目）12月分
304

旭区役所 市民協働課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ（公設置）に係る電気料金の支出について（新森２丁目）12月分
304

旭区役所 市民協働課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課コピー代の支出について（１１月分）
18,970

旭区役所 市民協働課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全運動関係、安全なまちづくり推進事業、防犯活動支援事業にかかる消耗品購入経費の支出について
74,520

旭区役所 市民協働課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全運動関係、安全なまちづくり推進事業、防犯活動支援事業にかかる消耗品購入経費の支出について
66,096

旭区役所 市民協働課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全運動関係、安全なまちづくり推進事業、防犯活動支援事業にかかる消耗品購入経費の支出について
194,400

旭区役所 市民協働課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 にぎわい創出担当コピー代の支出について（１１月分）
7,051

旭区役所 市民協働課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ（公設置）に係る電気料金の支出について（大宮３丁目）12月分
250

旭区役所 市民協働課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 家庭教育や人権に関する学習会にかかる講師謝礼金の支出について（思斉特別支援学校PTA)
17,200

旭区役所 市民協働課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
5,544

旭区役所 市民協働課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
1,354

旭区役所 市民協働課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
82

旭区役所 市民協働課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
80

旭区役所 市民協働課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（H26.12月分）
600

旭区役所 市民協働課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
2,400

旭区役所 市民協働課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権週間啓発用物品（ティッシュ）代の支出について
21,600

旭区役所 市民協働課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度　大阪市旭区における新たな地域コミュニティ支援事業業務委託経費（平成26年４月～８月分）の支出について
7,674,236

旭区役所 市民協働課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策区業務用電話代の支出について（１２月分）
7,332

旭区役所 市民協働課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 成人の日記念のつどい及び生涯学習用消耗品代の支出について
2,646

旭区役所 市民協働課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 成人の日記念のつどい及び生涯学習用消耗品代の支出について
21,060

旭区役所 市民協働課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（１２月分）
574

旭区役所 市民協働課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分　後納郵便料金の支出について
82

旭区役所 市民協働課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分　後納郵便料金の支出について
8,294

旭区役所 市民協働課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（１２月分）
53,568

旭区役所 市民協働課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（１２月分）
1,572
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旭区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）講師謝礼金の支出について（平成26年12月分）
52,500

旭区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度　放課後おさらい教室報償金の支出について（１２月分）
295,020

旭区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度旭区にほんご教室講師謝礼金の支出について（12月分）
34,398

旭区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 地域防犯カメラ設置事業にかかる防犯カメラ購入経費の支出について
812,700

旭区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年１月分　国民健康保険事業用葬祭費負担金支払準備金の支出について
50,000

旭区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成27年1月分　国民健康保険事業用出産育児一時金支払準備金の支出について
420,000

旭区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（１月分支払資金）
27,000

旭区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（１月分支払資金）
3,000

旭区役所 窓口サービス課 平成27年01月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
36,826

旭区役所 窓口サービス課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 出張旅費（１１月分）の支出について
570

旭区役所 窓口サービス課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 出張旅費（１１月分）の支出について
2,060

旭区役所 窓口サービス課 平成27年01月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成27年1月分　国民健康保険事業用出産育児一時金の支出について
270,390

旭区役所 窓口サービス課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
7,465

旭区役所 窓口サービス課 平成27年01月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
256,590

旭区役所 窓口サービス課 平成27年01月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
505,319

旭区役所 窓口サービス課 平成27年01月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般及び退職）の支出について
165,974

旭区役所 窓口サービス課 平成27年01月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般及び退職）の支出について
2,378

旭区役所 窓口サービス課 平成27年01月21日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
54,744

旭区役所 窓口サービス課 平成27年01月21日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
93,945

旭区役所 窓口サービス課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー代（１１月分）の支出について
1,617

旭区役所 窓口サービス課 平成27年01月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー代（１１月分）の支出について
6,466

旭区役所 窓口サービス課 平成27年01月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー代（１１月分）の支出について
4,617

旭区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課コピー代の支出について（平成２６年１１月分）
20,460

旭区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 出張旅費（１２月分）の支出について
1,030

旭区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 出張旅費（１２月分）の支出について
300

旭区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
240,263

旭区役所 窓口サービス課 平成27年01月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年１月分　国民健康保険事業用葬祭費負担金の支出について
550,000

旭区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分　住民情報業務後納郵送料の支出について
83,103

旭区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー代（１２月分）の支出について
956

旭区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分　住民情報業務後納郵送料の支出について
75,112

旭区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー代（１２月分）の支出について
3,823

旭区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー代（１２月分）の支出について
3,191

旭区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業用　国民健康保険療養費の支出について（１月執行分）
1,096,126

旭区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業用　国民健康保険療養費の支出について（１月執行分）
9,830

旭区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
381,438

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
416,318

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度市立保育所消耗品事業資金（特別保育）１月分の支出について
20,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成２６年度市立保育所消耗品事業資金（通常保育）１月分の支出について
90,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求にかかる診断書料の支払いについて
3,240

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 後見人等の報酬助成にかかる費用の支払について
147,300

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険コピー代の支出について（１０月分）
10,400

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座（はじめてのストレッチヨガ）にかかる講師謝礼の支出について
9,240

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業業務委託経費の支出について（１１月分）
1,823,310

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業にかかる臨時福祉給付金（窓口１月分）の支出について
385,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度　建物賃貸借経費(あさひあったかきち推進支援事業)１２月分の支出について
75,600

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成26年12月分　小口支払基金繰戻金の支出について
13,395

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成26年12月分　小口支払基金繰戻金の支出について
2,349

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分　小口支払基金繰戻金の支出について
2,460
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旭区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年11月分　乳幼児健康診査等医師等報償金の支出について
318,390

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分　小口支払基金繰戻金の支出について
3,280

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 いきいき百歳体操交流会参加者にかかる市民活動行事保険の支出について
7,980

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　通院移送費の支出について
58,720

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　通院移送費の支出について
2,400

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　就労自立給付金の支出について
12,030

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用保健福祉課コピー代の支出について（１１月分）
48,421

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　生活移送費の支出について
323,676

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　家財処分料の支出について
199,692

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　不動産鑑定費用等の支出について
96,200

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　住宅改修費の支出について
20,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　福祉用具購入費の支出について
4,684

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　福祉用具購入費の支出について
21,600

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　オムツ代の支出について
312,578

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　教育扶助費の支出について
319,742

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　葬祭費の支出について
220,200

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　葬祭費の支出について
1,117,506

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 介護予防地域健康講座の物品購入にかかる支出について
41,104

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（１１月分）
5,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
2,200

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（１１月分）
4,310

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（１１月分）
965

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（１１月分）
4,183

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（１１月分）
11,030

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（１１月分）
148

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度　高齢者住宅改修費給付金の支出について
268,758

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）市内出張交通費　平成２６年１１月分の支払いについて
800

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の支出について（２月分）
16,600,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の支出について（１月追加分）
2,500,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の支出について（２月分）
7,700,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の支出について（１月追加分）
500,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の支出について（２月分）
300,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　治療材料費の支出について
22,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　治療材料費の支出について
286,410

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　長期入院患者例外的給付の支出について
43,200

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費の支出について（２月分）
70,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　長期入院患者例外的給付の支出について
142,800

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　文書料
53,900

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の支出について（１月追加分）
69,450

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の支出について（２月分）
330,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（１１月分）
381

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成２６年度市立保育所賄材料費（１月分）の支出について
2,009,130

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる平成２６年１２月分後納郵便料金の支出について
102,721

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
11,262

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支出について（平成２６年１２月分）
25,990

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　生活移送費の支出について
122,040

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　家財処分料の支出について
44,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　葬祭費の支出について
220,616
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旭区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険コピー代の支出について（１１月分）
10,675

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　生活移送費の支出について
392,600

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　教育扶助費の支出について
129,098

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　葬祭費の支出について
218,330

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 第４四半期大阪市母子福祉貸付代金の支出について
2,277,798

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
3,982

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
5,753

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,497

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
24,034

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,698

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
10,220

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
535

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
500

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,132

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
902

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
8,187

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
574

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度　重度障がい者医療・65歳以上食事療養費の支出について
701,494

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,008

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
699

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,114

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度　老人医療(一部負担金相当額等一部助成)費の支出について
403,995

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２６年１２月分の支払いについて
69,246

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２６年１２月分の支払いについて
464,718

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　教育扶助費の支出について
489,895

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　福祉用具購入費の支出について
1,600

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　その他介護扶助の支出について
82,600

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　長期入院患者例外的給付の支出について
72,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　治療材料費の支出について
170,502

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　文書料の支出について
62,240

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　検査料の支出について
13,320

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　治療材料費の支出について
147,026

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月　後納郵便料金の支出について
164

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月　後納郵便料金の支出について
82

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月　後納郵便料金の支出について
984

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座（はじめてのストレッチヨガ）にかかる講師料の支出について
9,240

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月　後納郵便料金の支出について
492

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月　後納郵便料金の支出について
3,175

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月　後納郵便料金の支出について
82

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,230

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
8,185

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
92

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
7,558

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
3,072

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
17,140

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月　後納郵便料金の支出について
164

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業業務委託経費の支出について（１２月分）
564,650

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業業務委託経費の支出について（１２月分）
598,300
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旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業業務委託経費の支出について（１２月分）
2,198,970

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業業務委託経費の支出について（１２月分）
1,143,200

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
86,161

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
656

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
7,356

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について
74,366

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月　後納郵便料金の支出について
13,266

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月　後納郵便料金の支出について
5,002

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２６年１２月分の支払いについて
902

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,660

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
652

旭区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求にかかる診断書料の支払いについて
3,000

城東区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　ＮＴＴ西日本　ひかり電話使用料などの支出について（平成26年11月利用分）
21,084

城東区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民局証明書発行システム用　ＮＴＴ西日本　回線使用料の支出について（平成26年12月請求分）
3,815

城東区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務用　トナーカートリッジ他１点の購入にかかる経費の支出について
33,912

城東区役所 総務課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 城東区区政会議用　第３回本会及び部会（１１月）にかかる手話通訳業務の費用の支出について
16,160

城東区役所 総務課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 城東区区政会議用　第３回本会及び部会（１１月）における議事録作成業務の費用の支出について
73,332

城東区役所 総務課 平成27年01月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員総選挙事務にかかるタクシー代の支出について
6,820

城東区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　保健福祉センター分館仮施設ガス使用料の支出について（平成２６年１２月分）
3,052

城東区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　仮設倉庫電気使用料の支出について（平成２６年１２月請求分）
733

城東区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　保健福祉センター分館仮施設電気使用料の支出について（平成２６年１２月請求分）
172,755

城東区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所の植物剪定にかかる経費支出について
99,360

城東区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
12,584

城東区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 城東区役所庁舎から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務の支出について(５月～１１月分)
23,936

城東区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 城東区役所庁舎から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務の支出について(５月～１１月分)
9,738

城東区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 受水槽の電極棒の取替にかかる経費支出について
36,720

城東区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ケーブルテレビ利用料の支払いについて(１１月分)
5,400

城東区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
12,069

城東区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
6,804

城東区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙　公営施設使用の個人演説会会場使用料の支払いについて
21,550

城東区役所 総務課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 消火器外１点の買入にかかる経費支出について
17,130

城東区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
4,622

城東区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
5,740

城東区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 市民サービス向上に向けた職員研修受講後の実地指導にかかる経費の支出について
108,000

城東区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への城東区広報紙「ふれあい城東12月号」配付業務委託にかかる支出について
169,033

城東区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙用　開票事務終了後職員宿泊用ホテルの借上げにかかる経費の支出について（６室）
45,000

城東区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 区長の大阪市災害対策住宅用職員住宅の賃貸借契約について（平成２７年２月分）
118,000

城東区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙用　開票事務終了後職員宿泊用ホテルの借上げにかかる経費の支出について（１５室）
97,500

城東区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度  城東区広報紙「ふれあい城東」企画・編集業務(平成27年1月号)にかかる経費支出について
151,200

城東区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報関係事務用　区マスコットキャラクターのぼりのデザインにかかる委託料の支出について
27,000

城東区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（城東区役所）一式　長期借入にかかる経費支出について（平成２６年１２月分）
171,149

城東区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 EXTRA for Windows6 （城東区役所）一式長期借入にかかる支出について
1,214

城東区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙用　開明中学・高等学校（榎並南投票所）の施設使用料の支出について
15,000

城東区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度 学校体育施設開放事業用事務用品の購入及び同経費の支出について（下半期）
72,108

城東区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度 学校体育施設開放事業用体育館ワックスの購入及び同経費の支出について（下半期）
116,208

城東区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 城東区広報紙「ふれあい城東」（平成27年1月号）概算印刷にかかる経費の支出について
313,740

城東区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵送料（総合企画関係書類）の支出について（平成26年12月分）
12,018

城東区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分）
24,972
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城東区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 遠隔手話窓口事業にかかる通信費（平成２６年１２月分）の支出について
7,586

城東区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 廃棄物の処分にかかる経費の支出について
84,564

城東区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 新成人啓発事業にかかる啓発物品の購入にかかる経費の支出について
49,680

城東区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院議員総選挙　点字解読者及び手話通訳者への謝礼（報償金）支払いについて
32,400

城東区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議院議員総選挙用　　ビニールシートの配達にかかる経費の支出について
445,500

城東区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員総選挙用　ＮＴＴ西日本　臨時電話使用料の支出について
63

城東区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員総選挙用　ＮＴＴ西日本　臨時電話使用料の支出について
49,304

城東区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員総選挙用　ＮＴＴ西日本　臨時電話使用料の支出について
36

城東区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙　開票所城東区民ホールの時間外使用料の支出について
39,050

城東区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙用　遠方通勤者宿泊用聖賢会館の使用料の支出について
2,000

城東区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 衆議院議員総選挙用　投票所及び開票所の資材搬入出にかかる船車賃借の経費の支出について
766,800

城東区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度 学校体育施設開放事業用体育館・グラウンド用品の購入及び同経費の支出について（下半期）
319,896

城東区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 平成26年度 学校体育施設開放事業用用具庫の購入及び同経費の支出について（鯰江小学校）
285,120

城東区役所 総務課 平成27年01月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙　開票立会人への報酬支払いについて
70,400

城東区役所 総務課 平成27年01月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙（当日分）　投票管理者・同職務代理者・投票立会人の報酬の支出について
669,300

城東区役所 総務課 平成27年01月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙（期日前）　投票管理者・同職務代理者・投票立会人の報酬の支出について
331,100

城東区役所 総務課 平成27年01月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院議員総選挙（当日分）　投票所民間事務従事者への報償金支払いについて
958,938

城東区役所 総務課 平成27年01月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　費用弁償 衆議院議員総選挙　開票立会人への費用弁償の支出について
2,040

城東区役所 総務課 平成27年01月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙用　ひざ掛けの賃貸借にかかる経費の支出について
1,965

城東区役所 総務課 平成27年01月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙事務従事者宿泊用寝具の賃貸借にかかる経費の支出について
28,080

城東区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区まちづくり推進費用窓口サービス課（保険年金）市内出張旅費の支出について（平成２６年１２月分）
1,980

城東区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区まちづくり推進費用　保健福祉課（保健）市内出張旅費の支出について（平成２６年９月～１２月分）
2,510

城東区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 事務用コピー料金の支出について（１２月分）
110,692

城東区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　総務課　後納郵便料(平成２６年１２月分)の支出について
5,139

城東区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 庁舎維持管理用　区役所庁舎から排出する産業廃棄物の処分にかかる経費の支出について(８月～１１月分)
22,194

城東区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 事務用コピー料金の支出について（１２月分）
280

城東区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議院議員総選挙用　クリップライト外１点の購入にかかる経費の支出について
14,332

城東区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議院議員総選挙用　トラテープの購入にかかる経費の支出について
21,816

城東区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 事務用コピー料金の支出について（１２月分）
29,467

城東区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議院議員総選挙用　直接感熱紙外１２点の購入にかかる経費の支出について
67,024

城東区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 衆議院議員総選挙（当日投票日用）における投票管理者等従事者の弁当の購入にかかる経費の支出について
284,000

城東区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　印刷製本費 選挙管理委員会事務用　封筒の購入にかかる経費の支出について
8,100

城東区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員総選挙用　後納郵便料(平成２６年１２月分)の支出について
4,294,484

城東区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 衆議院議員総選挙用　榎並南投票所誘導・補助業務の委託にかかる経費の支出について
86,400

城東区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙　関目東投票所における石油ストーブの賃貸借にかかる経費の支出について
37,000

城東区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙　開票所の長机及び丸椅子の賃貸借にかかる経費の支出について
115,000

城東区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙用　車いすのレンタルにかかる経費の支出について
16,800

城東区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 衆議院議員総選挙用　投票終了後職員移動用タクシーの借上げにかかる経費の支出について
181,440

城東区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 衆議院議員総選挙　投票箱送致及び管理者・立会人帰宅用タクシー借上げにかかる経費の支出について
172,000

城東区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課市内出張旅費の支出について（平成２６年１２月分）
9,902

城東区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報担当）市内出張旅費の支出について（平成26年11月分）
5,170

城東区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援）市内出張旅費の支出について（平成２６年１１月分）
1,554

城東区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区役所庁舎及び城東区保健福祉センター分館庁舎清掃業務委託料の支払いについて(１２月分)
285,882

城東区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度 発達障がいサポート事業 サポーター謝礼の支出について（平成26年12月分）
80,900

城東区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度 第３回生涯学習推進員研修会 講師謝礼金の支出について
30,000

城東区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度 生涯学習ルーム事業 講師謝礼の支出について（平成26年12月分外）
47,000

城東区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区広報紙関係　ふれあい城東（平成26年12月号）特集ページの増刷にかかる経費支出について
105,840

城東区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への城東区広報紙「ふれあい城東１月号」配付業務委託にかかる支出について
167,142
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城東区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区保健福祉センター分館及び老人福祉センター仮施設の警備委託業務にかかる経費の支出について（１２月分）
14,580

城東区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区役所遠隔手話等通訳業務にかかる経費の支出について（１２月分）
21,168

城東区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ケーブルテレビ利用料の支払いについて(１２月分)
5,400

城東区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　宿直員用寝具のレンタル経費の支出について(１２月分)
9,504

城東区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 城東区役所ならびに城東区保健福祉センター分館仮庁舎　ＡＥＤ(自動対外式除細動機)セット一式長期借入にかかる経費の支出について（平成26年12月分）
14,040

城東区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 城東区市内出張旅費（統計　１２月分）にかかる支出について
300

城東区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 衆議院議員総選挙（期日前投票期間）における投票管理者等従事者の弁当の購入にかかる経費の支出について
54,450

城東区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員総選挙事務にかかるタクシー代の支出について
15,460

城東区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙　公営施設使用の個人演説会会場使用料の支出について
27,378

城東区役所 市民協働課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策プロジェクト事業の物品購入にかかる経費の支出について（地域安全対策用事務用品）
32,596

城東区役所 市民協働課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度成人の日記念のつどいにおける消耗品購入経費の支出について（クリアホルダー）
5,745

城東区役所 市民協働課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度成人の日記念のつどいにかかる消耗品購入経費の支出について（記念品モバイルタッチボールペン）
80,676

城東区役所 市民協働課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区における人権啓発推進事業「人権週間街頭啓発」「成人式における啓発」用啓発物品（人権啓発標語入り卓上カレンダー）購入に伴う経費支出について
259,200

城東区役所 市民協働課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 「種から育てる地域の花づくり支援事業」にかかる花づくり広場　電気使用料の支出について（平成26年12月分）
884

城東区役所 市民協働課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 アイラブ城北川プロジェクト支援事業用ポスター（２種）の作製にかかる経費の支出について
92,880

城東区役所 市民協働課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 人権啓発推進事業　平成26年度「城東区人権啓発推進事業」支援業務委託の支出について（第3回払い）
995,461

城東区役所 市民協働課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策業務用　携帯電話使用料の支出について（１月請求分）
9,569

城東区役所 市民協働課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 要援護者支援事業の物品購入にかかる経費の支出について（介助用車いす）
120,000

城東区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１１月・１２月分後納郵送料の支出について
2,060

城東区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課市民活動支援担当　一般事務用　後納郵便利用料（平成２６年１２月分）の支出について
77,282

城東区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用出産育児一時金・葬祭費支払資金の支出について(平成27年1月分)
200,000

城東区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用出産育児一時金・葬祭費支払資金の支出について(平成27年1月分)
1,400,000

城東区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（１月分・一般）支払資金の支出について
50,000

城東区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（１月分・退職）支払資金の支出について
20,000

城東区役所 窓口サービス課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市城東区役所窓口サービス課住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる同委託経費の支出について（平成26年11月分）
2,134,683

城東区役所 窓口サービス課 平成27年01月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用ゴム印(29種類)の支出について
10,357

城東区役所 窓口サービス課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報事務用ナンバーリング他３点の購入にかかる同経費の支出について
34,236

城東区役所 窓口サービス課 平成27年01月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
35,649

城東区役所 窓口サービス課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報事務用ドラム/トナーカートリッジ他２点の購入にかかる同経費の支出について
320,436

城東区役所 窓口サービス課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
153,026

城東区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
420

城東区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
1,600

城東区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー料金の支出について（平成26年12月分）
24,020

城東区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）住基カード・住基コード等にかかる後納郵便料（26.12月分）の支出について
49,122

城東区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）特別永住事務等にかかる後納郵便料（26.12月分）の支出について
2,390

城東区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）印鑑登録事務にかかる後納郵便料（26.12月分）の支出について
42,444

城東区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）戸籍事務にかかる後納郵便料（26.12月分）の支出について
33,324

城東区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
4,529

城東区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）就学事務にかかる後納郵便料（26.12月分）の支出について
144,315

城東区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
246,109

城東区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
987,049

城東区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
196,538

城東区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成26年12月分)
2,815

城東区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成26年12月分)
18,929

城東区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について(1月30日支払い分)
1,493,770

城東区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付葬祭費の支出について(1月30日支払予定)
1,100,000

城東区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付葬祭費の支出について(1月30日支払予定)(追加)
50,000

城東区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用出産一時金の支出について(1月30日支払予定)
828,633
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城東区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について(退職)(1月30日支払い分)
145,426

城東区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成26年12月分)
3,837

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（特別保育分）の支出について（平成２７年１月分）
20,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（通常保育分）の支出について（平成２７年１月分）
120,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業扶助費の支出について
416,513

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業扶助費の支出について
981,317

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張等交通費の支出について(平成26年１０月分)
9,280

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（介護住宅改修費）の支出について
8,300

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 就労自立給付金の支出について
27,465

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２６年度民生委員費用弁償（第３四半期分）の支出について
1,611,050

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２６年１２月支給決定分の支出について
390,973

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２６年１２月支給決定分の支出について
162,890

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代等）の支出について
45,228

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代等）の支出について
87,646

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代等）の支出について
42,175

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
23,760

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
26,840

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
43,180

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（装具代等）の支出について
94,658

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
254,150

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 就労自立給付金の支出について
74,050

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２６年度児童委員費用弁償（第３四半期分）の支出について
1,542,300

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２６年１２月支給決定分の支出について
416,972

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金の支出について（窓口支払い：１月分）
550,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業扶助費の支出について
839,706

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者住宅改修費給付事業にかかる支出について
432,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代・引越代）の支出について
101,612

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（装具代等）の支出について
18,200

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
60,900

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 地域支援事業用　大阪市介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
54,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（介護福祉用具費・介護住宅改修費）の支出について
4,043

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年12月分）
540

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年12月分）
11,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年12月分）
6,160

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 総合福祉システム端末操作研修に係る市内出張交通費の支出について
5,750

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年12月分）
40,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
87,356

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
599,819

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（介護福祉用具費）の支出について
5,055

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護福祉用具費の支出について
15,120

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（食事療養費）の支出について
29,760

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
22,520

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
229,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年12月分）
2,676

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年12月分）
3,499

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年12月分）
820

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年12月分）
3,886

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年12月分）
4,100
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城東区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年12月分）
1,028

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年12月分）
2,560

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年12月分）
6,012

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年12月分）
3,880

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成26年12月分）
3,400

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉用具購入費）の支出について
3,300

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
18,530

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
213,400

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年１２月分　ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について
99,560

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求にかかる診断書料の支出について
5,400

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（家財処分費）の支出について
183,600

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
287,790

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（装具代等）の支出について
143,792

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者住宅改修用　給付事業費にかかる支出について
500,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具用　給付事業扶助費の支出について
427,607

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
83,703

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
16,400

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便の料金支出について(平成26年12月分)
716,152

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便(受取人払)の経費支出について(平成26年12月分)
60,107

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代等）の支出について
69,060

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
149,472

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月22日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金：1～3月分）の支出について
1,885,500

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,951,358

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,270,059

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２７年２月分）
35,000,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２７年２月分）
16,000,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２７年２月分）
350,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２７年２月分）
200,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２７年２月分）
500,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２７年１月支給決定分の支出について
293,701

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２６年１２月分　乳幼児健康診査等事業の報償金の支出について
642,270

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所賄材料費の支出について（平成２７年１月分）
3,572,080

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
34,260

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
890,062

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
1,291,793

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
28,300

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
234,733

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（装具代等）の支出について
125,959

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 就労自立給付金の支出について
150,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 就労自立給付金の支出について
107,800

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２７年１月支給決定分の支出について
413,467

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２７年１月支給決定分の支出について
134,448

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料）の支出について
1,500

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成費　平成２７年１月支給決定分の支出について
14,401

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成26年12月分）
880

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険関係事務用にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
140,476

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
124,510

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー料金の支出について（12月分）
14,374
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城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がい者相談支援事業に係る相談員派遣に伴う報償金の支出について（12月分）
44,890

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健関係（保健）事務用コピー料金（１２月分）の支出について
13,936

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
410

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年12月分）
656

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年12月分）
47,920

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２７年１月支給決定分の支出について（口座不能分）
32,900

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２７年１月支給決定分の支出について
39,188

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２７年１月支給決定分の支出について
293,601

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２７年１月支給決定分の支出について
290,520

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
699,995

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年12月分）
1,200

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年12月分）
3,278

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２７年１月支給決定分の支出について
176,214

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２７年１月支給決定分の支出について
36,920

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年12月分）
1,066

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
147,635

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
610,012

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
410

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
164

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
848

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
594

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
1,476

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
410

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
14,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
164

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年12月分）
109,961

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
164

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年12月分）
7,849

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育施設運営業務の委託契約にかかる同経費支出について（鴫野東みらい保育園　平成２６年１２月分）
1,909,340

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育施設運営業務の委託契約にかかる支出について（エンジェルキッズ城東園平成２６年１２月分）
1,290,790

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育施設運営業務委託契約にかかる同経費支出について（城東ちどり保育園ちどりキッズ　平成26年12月分）
1,394,280

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年12月分）
8,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成費　平成２７年１月支給決定分の支出について
6,569

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成費　平成２７年１月支給決定分の支出について
3,666

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
34,001

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（26年12月分）
14,562

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健関係（保健活動）事務用コピー料金（１２月分）の支出について
7,984

城東区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
1,066

鶴見区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用庁内回線電話使用料の支出について（12月分）
21,026

鶴見区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成26年５月号～平成27年３月号）全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（12月号分）
430,631

鶴見区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持用ケーブルテレビ利用料の支出について（11月分）
3,780

鶴見区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 平成26年衆議院議員総選挙執行用寝具借入にかかる経費の支出について
19,440

鶴見区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 平成26年衆議院議員総選挙執行用宿泊施設にかかる経費の支出について
28,500

鶴見区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理事務用市内出張交通費の支出について（総務課外３課　１０月分）
28,750

鶴見区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
3,066

鶴見区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報事業用消耗品（LANケーブル30メートル外５点）の購入経費の支出について
64,562

鶴見区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
700

鶴見区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
6,790
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鶴見区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
10,433

鶴見区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成26年５月号～平成27年４月号）企画・編集業務委託にかかる経費支出について（1月号分）
262,440

鶴見区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 平成26年衆議院議員総選挙執行用期日前投票所用弁当調達にかかる経費の支出について
54,450

鶴見区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 平成26年衆議院議員総選挙執行用FAX及び長机借入にかかる経費の支出について
110,000

鶴見区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成26年衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる巡視用等タクシー借上業務にかかる経費の支出について
370,440

鶴見区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成26年衆議院議員総選挙執行用物品搬入に伴うトラック借上げ業務にかかる経費の支出について
339,120

鶴見区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成26年５月号～平成27年４月号）点字版製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（1月号分）
65,661

鶴見区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種から育てる地域の花づくり活動支援事業に伴う栽培用消耗品の購入経費の支出について
216,864

鶴見区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用（総務事務用）後納郵便料の支出について（12月分）
3,913

鶴見区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（12月分）
7,290

鶴見区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持用寝具類の借入経費の支出について（12月分）
9,504

鶴見区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成26年全国消費実態調査にかかる市内出張交通費の支出について（１２月分）
330

鶴見区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成27年国勢調査にかかる市内出張交通費の支出について（１２月分）
560

鶴見区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成26年工業統計調査にかかる市内出張交通費の支出について（１２月分）
890

鶴見区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 任用事務用職員採用試験にかかる市内出張交通費の支出について
800

鶴見区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
1,638

鶴見区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴事業用後納郵便料金（１２月分）及び平成26年度統計用（表彰）後納郵便料金（１２月分）の支出について
65,289

鶴見区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 広聴事業用後納郵便料金（１２月分）及び平成26年度統計用（表彰）後納郵便料金（１２月分）の支出について
960

鶴見区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員総選挙執行用回線電話使用料の支出について（12月分）
19,684

鶴見区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴広報事務用コピー代金（１２月分）の支出について
4,325

鶴見区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成26年５月号～平成27年４月号）概算印刷の支出について（1月号分）
457,915

鶴見区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広聴事業用鶴見区民アンケート印刷及び封入封緘業務委託にかかる経費の支出について
382,320

鶴見区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 ２０１５年農林業センサスにかかる市内出張交通費の支出について（１１月分）
1,560

鶴見区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 大阪市鶴見区バス運行業務委託にかかる経費の支出について（１２月分、９回目／１２回）
572,400

鶴見区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 平成26年衆議院議員総選挙執行用ビニールシート購入（引取り処分含む）に係る経費の支出について
402,646

鶴見区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用鶴見区役所自転車案内及び車両誘導業務委託にかかる経費の支出について（その２）（12月分）
133,920

鶴見区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成26年５月号～平成27年３月号）全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（1月号分）
430,749

鶴見区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用コピー使用にかかる経費の支出について（12月分）
57,184

鶴見区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用鶴見区役所・保健福祉センター庁舎清掃業務委託経費の支出について（12月分）
353,700

鶴見区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理事務用大阪市鶴見区役所窓口案内員派遣業務の経費に係る支出について（12月分）
158,400

鶴見区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（12月分）
217,229

鶴見区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理事務用庁内パソコン等一式長期借入経費の支出について（12月分）
15,012

鶴見区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持用ケーブルテレビ利用料の支出について（12月分）
3,780

鶴見区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 衆議院議員総選挙用後納郵便料の支出について（１２月分）
284

鶴見区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙常時啓発用ウェットティッシュ購入にかかる経費の支出について
76,140

鶴見区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 衆議院議員総選挙用後納郵便料の支出について（１２月分）
7,380

鶴見区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議院議員総選挙執行用コピー使用にかかる経費の支出について（12月分）
42,314

鶴見区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員総選挙用後納郵便料の支出について（１２月分）
2,657,404

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年「夢・未来」創造事業「英語でクリスマス！」における消耗品（缶マグネットパーツ外８点）購入の支出について
68,831

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発事業用にかかる啓発物品(クリアファイル　ロゴ入り)の購入経費の支出について
36,450

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯事業（区職員による安全対策業務）にかかる消耗品購入経費の支出について
19,720

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度鶴見区学校体育施設開放事業における石灰（２件）購入の支出について
14,850

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課人権啓発推進事業用後納郵便料の支出について(12月分)
3,192

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（こども・教育担当）事務用後納郵便料の支出について（１２月分）
63,837

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（学校選択制・障がい発達サポート）事務用後納郵便料の支出について（１２月分）
82

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（学校選択制・障がい発達サポート）事務用後納郵便料の支出について（１２月分）
5,002

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる校外活動費の支出について（１２月分）
1,000

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防犯事業に係る携帯電話使用料金の支出について（平成26年１２月分）
6,255
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鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業講師謝礼金（１２月分）にかかる報償金の支出について
10,200

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（地域活動支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
2,026

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立鶴見区民センター管理運営業務にかかる委託料の支払いについて（第３四半期分）
16,046,640

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法第58条による出産育児一時金及び葬祭費支払準備金（平成27年１月分）の支出について
150,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険法第58条による出産育児一時金及び葬祭費支払準備金（平成27年１月分）の支出について
900,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の１月分窓口還付にかかる還付金の支出について
30,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の１月分窓口還付にかかる退職被保険者等還付金の支出について
10,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市鶴見区役所住民情報業務等委託にかかる経費の支出について（１１月分）
2,391,782

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年01月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法第58条に基づく国民健康保険葬祭費の支出について
700,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年01月08日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法第54条に基づく治療用装具・入院時食事療養費差額等療養費の支出について
1,022,419

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年01月08日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法第54条に基づく治療用装具・入院時食事療養費差額等療養費の支出について
37,633

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍事務用（広域証明発行システム用）通信料の支出について（１２月分）
3,815

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年01月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用ボイスコールペーパー外２点の購入経費の支出について
32,947

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報事務用（印鑑登録照会等送付用）後納郵便料の支出について（１２月分）
84,076

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（12月分　保険）
4,491

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 住民情報事務用（就学通知書等送付用）後納郵便料の支出について（１２月分）
123,045

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年01月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（12月分　保険）
144,700

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年01月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（12月分　保険）
21,526

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年01月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（12月分　保険）
88,578

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年01月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（12月分　保険）
54,442

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入にかかる経費の支出について（１２月分）
5,100

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入にかかる経費の支出について（１２月分）
1,820

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）コピー代金の支出について（１２月分）
10,129

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法第54条に基づく治療用装具・入院時食事療養費差額等療養費の支出について
744,986

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（12月分　管理）
118,030

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（12月分　管理）
465,902

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（特別保育　１月分）の支出について
20,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（通常保育　１月分）の支出について
60,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 なにわっ子すくすくスタート事業用　色上質紙（Ａ４）中厚口 桃他１０点の購入経費の支出について
95,472

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
47,130

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
51,910

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成制度における医療助成費の支出について（1月7日支払）
399,471

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
13,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
477,730

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい者支援事務用にかかる出張旅費の支出について（１０月分）
360

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法第76条の2に基づく高額障がい児通所給付費の支出について
6,576

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害総合支援法第76条の2に基づく高額障がい福祉サービス費等給付費の支出について
69,181

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
12,600

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口１月分）の支出について
150,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成26年11月分）
14,867

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる不動産鑑定費用等の支出について
80,900

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる学校給食費の支出について（平成２６年１１月分）
64,530

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
5,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
71,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
55,280

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（８月～９月分）
17,280

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる補助金の支出について（１０月申請分）
269,730

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成制度における医療助成費の支出について（1月15日支払）
334,760
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鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支払いについて
2,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度における医療助成費の支出について
544,662

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
45,027

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
8,226

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
38,671

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
197,652

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
49,895

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
41,406

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
44,592

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
40,295

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１０月～１１月分）
70,482

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
31,360

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１０月～１１月分）
113,452

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
32,160

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
17,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成制度における医療助成費の支出について
470,547

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
248,751

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座（おかあさんのための健康キラキラ講座　12月18日実施分）にかかる講師謝礼の支払いについて
9,060

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
78,260

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
38,608

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
5,200

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
5,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
49,895

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１０月～１１月分）
118,908

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
85,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
66,632

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業にかかる講師報償金（12月分）の支出について
18,680

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について(平成２６年度１２月分)
323,570

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２６年１１～１２月分）
219,094

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる学校給食費の支出について（平成２６年１２月分）
79,312

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる介護報酬の支出について
22,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
69,320

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
32,240

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる検査料の支出について
5,180

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について
227,110

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（８月～１１月分）
295,631

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１０月～１１月分）
793,594

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
8,908

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
17,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
64,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成制度における医療助成費の支出について（1月22日支払）
104,717

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所に対する賄材料費　１月分の支出について
1,989,740

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月22日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉貸付金の支出について（第４四半期）
162,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
19,330

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１０月～１１月分）
242,171

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 ２月分生活保護費の支出について
10,654,995

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成26年12月分）
20,600

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成26年11～12月分）
26,043
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鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 ２月分生活保護費の支出について
4,718,833

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教材代・学校給食費の支出について（平成26年11～12月分）
367,330

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 ２月分生活保護費の支出について
242,850

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について
8,906

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
85,924

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
22,920

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 ２月分生活保護費の支出について
15,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
121,964

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 ２月分生活保護費の支出について
120,040

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成制度における医療助成費の支出について（1月26日支払）
168,526

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（第４四半期）
648,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険業務にかかる市内出張交通費の支出について（１２月分）
330

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
48,600

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
71,625

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
231,387

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
48,511

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
182,745

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
56,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
4,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
10,098

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
23,987

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
35,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
45,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる住宅改修費の支出について
8,190

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　特別旅費 第50回ねずみ衛生害虫駆除技術研修会参加にかかる旅費の支出について
46,160

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育施設運営業務の委託契約の支出（12月分）について
2,098,870

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 知的障がい者相談員事業にかかる費用弁償の支出について（平成26年4月～9月分）
36,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１２月分）の支出について
902

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用12月分コピー料金の支出について
5,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１２月分）の支出について
574

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１２月分）の支出について
14,217

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金（受取人払）郵便料（１２月分）の支出について
970

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１２月分）の支出について
1,786

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１２月分）の支出について
1,148

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１２月分）の支出について
27,738

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１２月分）の支出について
2,152

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１２月分）の支出について
82

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１２月分）の支出について
1,968

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１２月分）の支出について
3,198

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用12月分コピー料金の支出について
7,022

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１２月分）の支出について
1,502

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１２月分）の支出について
984

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１２月分）の支出について
3,690

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１２月分）の支出について
1,066

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１２月分）の支出について
574

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 12月分料金受取人払後納郵便料（生活保護事務用）の支出について
26,723

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 12月分料金後納郵便料（生活保護事務用）の支出について
299,080

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成26年12月分～平成27年1月分）
43,853
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鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成26年12月分）
69,330

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる移送費（引越料）の支出について
191,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成26年12～1月分）
90,610

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる学校給食費の支出について（平成26年12月分）
26,840

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる学校給食費の支出について（平成26年12月分）
62,815

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教材代・学校給食費の支出について（平成26年12月分）
347,043

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について
1,700

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる住宅改修費の支出について
20,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
129,397

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
1,024

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
3,240

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
35,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
25,728

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
12,320

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる検査料の支出について
2,820

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
14,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる長期入院患者診療報酬の支出について
148,320

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
2,010

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（平成26年度１２月分）の支出について
82

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種にかかる医師報償金の支出について（平成２６年１２月分）
99,560

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（平成26年度１２月分）の支出について
574

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（平成26年度１２月分）の支出について
120

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（平成26年度１２月分）の支出について
2,474

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（平成26年度１２月分）の支出について
8,336

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１２月分）の支出について
1,148

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（平成26年度１２月分）の支出について
16,572

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用12月分コピー料金の支出について
10,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１２月分）の支出について
7,848

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１２月分）の支出について
4,789

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１２月分）の支出について
574

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１２月分）の支出について
21,276

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１２月分）の支出について
492

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１２月分）の支出について
4,806

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について(平成２６年度１２月分)
293,810

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（平成26年度１２月分）の支出について
17,840

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１２月分）の支出について
4,544

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１２月分）の支出について
338

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（12月分）
3,624

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（12月分）
987

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（12月分）
3,866

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（12月分）
20,902

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（12月分）
2,376

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（12月分）
2,774

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（12月分）
4,780

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（12月分）
2,146

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（12月分）
21,739

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（12月分）
11,344

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（12月分）
3,200
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鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（12月分）
496

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１２月分）の支出について
830

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１２月分）の支出について
832

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月請求分各担当事務用電話専用回線使用料の支出について
21,091

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月請求分回線使用料（市民局証明書発行システム）の支出について
3,815

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙にかかる施設使用料の支出について
36,590

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２６年度庁舎維持管理用電気使用料の支出について（１２月分）
821,434

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用植栽剪定業務委託にかかる費用の支出について
227,772

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における昼食の食糧費にかかる経費支出について
100,000

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員総選挙における帰宅用タクシーにかかる経費の支出について
1,760

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙における宿泊施設借上げにかかる経費支出について
70,500

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（１２月分②）
317

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（１２月分②）
7,403

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（１２月分②）
5,940

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金の繰入金の支出について（１２月分②）
683

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（１２月分②）
6,060

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金の繰入金の支出について（１２月分②）
6,168

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（１２月分②）
1,116

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２６年度庁舎維持管理用ガス使用料の支出について（１２月分）
242,492

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度第３回区政会議（全体会）の議事録作成経費の支出について（１２月１６日開催分）
39,852

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用産業廃棄物処理業務委託所要経費の支出について（１２月分）
9,774

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用一般廃棄物処理業務委託所要経費の支出について（１２月分）
44,452

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について
156,574

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年１２月分庁舎維持管理用ケーブルテレビ利用料の支出について
4,514

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院議員総選挙における手話通訳者等にかかる報償金の支出について
32,400

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 平成26年12月14日執行衆議院議員総選挙事務用市内出張交通費の支出について
30,710

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年度　総務課等事務用市内出張交通費の支出について（１２月分）
24,930

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年度　総務課等事務用市内出張交通費の支出について（１１月追加分）
480

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用自動ドア保守にかかる費用の支出について（第３四半期分）
34,560

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度宿直用寝具の借入にかかる費用の支出について（１２月分）
9,504

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成２６年度　総務課等事務用市内出張交通費の支出について（１１月追加分）
804

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙公営施設使用の個人演説会関係経費の支出について
111,022

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 阿倍野区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（１２月分）
326,160

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２６年度請求分庁舎維持管理用水道料金の支出について（１２月分）
31,907

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２６年度請求分庁舎維持管理用水道料金の支出について（１２月分）
64,056

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課区政改革担当等用後納郵便料の支出について（12月分）
5,530

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２６年全国消費実態調査にかかる統計調査調査員報償金の支出について
256,740

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課区政改革担当等用後納郵便料の支出について（12月分）
720

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分後納郵便料の支出について（常時選挙事務及び衆議院議員総選挙事務用）
782

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 総務課区政改革担当等用後納郵便料の支出について（12月分）
738

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分後納郵便料の支出について（常時選挙事務及び衆議院議員総選挙事務用）
2,716,095

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム用タブレット端末の利用にかかる経費の支出について（１２月分）
4,354

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙における投票管理者等にかかる報酬の支出について
10,647

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用コピー代金の支出について（１２月分）
70,297

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民サービス課住民登録担当事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
99,792

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 阿倍野区災害対策職員住宅の賃借料の支出について（平成２７年２月分）
168,000

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
3,394

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
217,080
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阿倍野区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度住民情報担当用後納郵便料の支出について（１２月分）
184,839

阿倍野区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成２６年経済センサス基礎調査及び商業統計調査後納郵便料金の支出について（１１月分）
97

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分１回目）
6,466

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業にかかる（12月分）電気料金の支出について
5,633

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度新聞未購読世帯への阿倍野区広報紙「広報あべの」配付業務にかかる経費の支出について（１２月号）
61,122

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整用消耗品の購入経費の支出について
14,624

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整用消耗品の購入経費の支出について
13,629

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整用消耗品の購入経費の支出について
8,521

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動協議会活動支援事業・区防災事業用　コマンドタブ外12点の購入にかかる経費の支出について
100,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動協議会活動支援事業・区防災事業用　コマンドタブ外12点の購入にかかる経費の支出について
96,938

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成２６年度阿倍野区広報紙企画編集及び印刷業務経費の支出について（１２月号）
108,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度阿倍野区広報紙企画編集及び印刷業務経費の支出について（１２月号）
279,720

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立阿倍野区民センター管理運営業務委託料の支出について（第４四半期）
10,350,394

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業に関わる講師謝礼の支払いについて（平成２６年１１月分）
73,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全なまちづくり推進事業外１事業にかかるインクカートリッジ等の購入にかかる支出について
81,734

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全なまちづくり推進事業外１事業にかかるインクカートリッジ等の購入にかかる支出について
42,649

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成２６年度阿倍野区広報紙企画編集及び印刷業務経費の支出について（１月号）
279,720

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度阿倍野区役所窓口案内業務にかかる経費の支出について（１２月分）
238,787

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度阿倍野区広報紙企画編集及び印刷業務経費の支出について（１月号）
108,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業にかかる（１２月分）水道料金の支出について
594

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業にかかる（１２月分）水道料金の支出について
1,026

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成２６年度阿倍野区広報紙新聞折込業務にかかる経費の支出について（１月号）
266,574

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成２６年度阿倍野区広報紙新聞折込業務にかかる経費の支出について（１２月号）
266,574

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 街づくり担当用電話料金の支出について（平成26年12月分）
12,056

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 阿倍野区英語交流事業の経費の支出について（１２月分）
490,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 阿倍野区マスコットキャラクター「あべのん」着ぐるみのクリーニング業務にかかる経費の支出について
50,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度新聞未購読世帯への阿倍野区広報紙「広報あべの」配付業務にかかる経費の支出について（1月号）
62,583

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 コミュニティ育成事業外２事業にかかる後納郵便料金（12月分）の支出について
8,118

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２６年１２月分）
291

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２６年１２月分）
97

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 阿倍野区安全なまちづくり推進事業外１事業にかかる後納郵便料金（11月分・12月分）の支出について
82

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 阿倍野区安全なまちづくり推進事業外１事業にかかる後納郵便料金（11月分・12月分）の支出について
3,164

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２６年１２月分）
358

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２６年１２月分）
738

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２６年１２月分）
9,830

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 コミュニティ育成事業外２事業にかかる後納郵便料金（12月分）の支出について
58,936

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 コミュニティ育成事業外２事業にかかる後納郵便料金（12月分）の支出について
82

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の資金前渡の支出について（平成２７年１月分）
50,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の資金前渡の支出について（平成２７年１月分）
450,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる１月分歳出還付資金の資金前渡の支出について（一般）
20,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる１月分歳出還付資金の資金前渡の支出について（退職被保険者等還付金）
10,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年度区民サービス課（戸籍）事務用官製はがきの購入にかかる経費の支出について
10,400

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年01月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
16,100

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる保険料過誤納金の還付について（一般）
61,766

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる保険料過誤納金の還付について（退職）
5,988

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年01月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成27年１月分）
376,083

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 区民サービス課（保険管理）における市内出張交通費（11～12月分）の支出について
1,840

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 区民サービス課（保険管理）における市内出張交通費（11～12月分）の支出について
120
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阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年01月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成２７年１月分）
600,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる保険料過誤納金の還付について（一般分）
16,330

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
7,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
158,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険管理）事務用後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
103,312

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険管理）事務用後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
425,783

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
44,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２７年１月分）②
435,882

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成27年１月分）③
270,894

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
71,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
76,018

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所事業にかかる阪南保育所消耗品費の資金前渡金支出について（平成２７年１月分特別保育用）
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育事業にかかる高松保育所及び阪南保育所消耗品費の資金前渡金支出について（平成２７年１月分通常保育用）
60,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談における歯科衛生士の報償金の支出について（１２月１日実施分）
6,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度阿倍野区子育てミニ講座の講師謝礼の支出について
17,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護の就労自立給付金にかかる措置扶助費の支出について（平成２７年１月）
52,852

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
63,750

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
19,330

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２６年１２月）
213,220

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見開始の審判請求に係る診断書作成料金の支出について
8,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
32,278

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
138,131

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
270,677

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
13,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
66,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
38,150

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２６年１２月）
122,996

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の教材代にかかる教育扶助費の支出について（苗代小・平成２６年１２月分）
6,050

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２６年１２月）
236,520

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口1月分）の支出について
430,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度子育てカウンセリング事業一時保育にかかる報償金の支出について（１２月分）
11,480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年７月分③）の支出について
3,730

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２６年１２月分）
2,732

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２６年１２月分）
4,806

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
79,962

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
9,432

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
19,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１２月）
119,414

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２６年１２月）
20,820

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２６年１２月）
221,976

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 後見開始の審判請求に係る申立て費用の支出について
3,880

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見開始の審判請求に係る申立て費用の支出について
3,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 後見開始の審判請求にかかる申立て費用の支出について
3,880

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 後見開始の審判請求にかかる申立て費用の支出について
3,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
23,700

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
11,850

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年１月）
2,160

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年１月）
54,620
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２７年１月）
216,576

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度不登校児などの居場所づくり事業にかかる報償金の支出について（１２月分）
100,640

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度発達障がいサポート事業サポーターにかかる報償金の支出について（１２月分）
203,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
62,208

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
597,286

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
91,134

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
97,097

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
196,194

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
12,130

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
123,170

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
368,782

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
8,340

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
15,746

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
560,671

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,466

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（晴明丘小・平成２６年１２月分）
33,252

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（常盤小・平成２６年１２月分）
76,772

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（阿倍野小・平成２６年１２月分）
25,874

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（長池小・平成２６年１２月分）
35,989

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（阿倍野中・平成２６年１２月分）
7,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（高松小・平成２６年１２月分）
59,177

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（苗代小・平成２６年１２月分）
29,665

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 平成26年度　健康づくり展げる講座（12月2日実施）の講師報償金の支出について
10,320

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見開始の審判請求に係る診断書作成料金の支出について
5,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 阿倍野区地域福祉行動計画研修会講師に係る報償金の支出について（平成26年12月19日分）区アクションプラン推進支援事業用
15,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 阿倍野区地域福祉行動計画研修会パネラー講師に係る報償金の支出について（平成26年12月19日分）区アクションプラン推進支援事業用
9,120

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成26年12月分）
1,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成26年12月分）
3,380

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成26年12月分）
2,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成26年12月分）
1,720

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月19日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉事業にかかる平成26年度母子福祉貸付金（就学支度資金）の支出について
230,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 平成26年度　健康づくり展げる講座（12月12日実施）の講師報償金の支出について
9,240

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年１月）
131,220

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２７年１月）
232,956

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉事業にかかる平成26年度母子福祉貸付金（第4四半期）の支出について
1,469,850

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉事業にかかる平成26年度母子福祉貸付金（第4四半期）の支出について
159,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉事業にかかる平成26年度寡婦福祉貸付金（第4四半期）の支出について
162,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 乳幼児発達相談体制強化事業にかかる心理相談員の報償金の支出について（１２月分）
226,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
38,150

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
9,380

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 平成26年度　健康づくり展げる講座（12月16日実施）の講師報償金の支出について
9,160

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
185,055

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（晴明丘南小・平成２６年９～１２月分）
64,885

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（阪南小・平成２６年１２月分）
99,705
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（小松小・平成２６年６月分）
4,123

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（金塚小・平成２６年１２月分）
7,327

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の給食費にかかる教育扶助費の支出について（松虫中・平成２６年１２月分）
9,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（昭和中・平成２６年１２月分）
21,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年１月）
10,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年１月）
287,407

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（１２月分）
355,070

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
136,344

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
638,965

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
62,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
16,350

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
29,160

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
331,380

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年１月）
97,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の家財処分料にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年１月）
44,280

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２７年２月定例・随時払分）
29,500,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２７年１月）
143,324

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２７年２月定例・随時払分）
15,400,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２７年２月定例・随時払分）
350,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年１月）
5,240

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２７年２月定例・随時払分）
150,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の診療費等にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年１月）
7,620

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２７年２月定例・随時払分）
800,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２７年１月）
213,220

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度第３回子育てアドバイザー連絡会議の講師謝礼の支出について
10,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 後見開始の審判請求に係る診断書作成料金の支出について
5,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 保健事業（精神保健福祉）にかかる報償金（12月分）の支出について
10,320

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる業務委託料の支出について（保育ママ　あおぞら　平成26年12月分）
1,080,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる業務委託料の支出について（保育ママ　Four leaf　平成26年12月分）
1,116,150

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる業務委託料の支出について（保育ママ　なかよしルーム阿倍野　平成26年12月分）
570,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業の業務委託にかかる委託料の支出について（平成26年12月分）
1,838,090

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭にかかる医療助成費の支出について（平成２７年１月支払分）
73,930

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所事業に係る高松保育所及び阪南保育所の賄材料費の資金前渡金支出について（平成２７年１月分）
1,658,240

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者にかかる医療助成費の支出について（平成２７年１月支払分）
922,101

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成に係る一部負担金相当額等一部助成費の支出について（平成２７年１月支払分）
164,071

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成にかかる医療助成費の支出について（平成２７年１月支払分）
330,995

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 あべの子育て　のほほんレターの印刷（増刷）にかかる経費の支出について
92,880

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２７年１月）
39,359

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護住宅改修にかかる介護扶助費の支出について（平成２７年１月）
85,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護福祉用具にかかる介護扶助費の支出について（平成２７年１月）
83,808

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年１月）
26,476

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年８月分②）の支出について
480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年８月分②）の支出について
480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年８月分②）の支出について
240

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年８月分②）の支出について
1,360

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年８月分②）の支出について
360

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
58,478

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
15,080
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
19,950

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
24,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
45,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
34,067

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
19,858

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
18,184

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
6,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年８月分②）の支出について
320

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年６月分④）の支出について
2,170

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年５月分④）の支出について
3,920

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかるコピー代金の支出について（平成２６年１２月分）
24,320

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年８月分②）の支出について
480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年８月分②）の支出について
460

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年８月分）の支出について
2,700

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 子育てミニニュースの印刷にかかる経費の支出について（１月号分）
21,060

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
5,038

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
2,374

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
1,804

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 ぴああべのん及びピアカウンセリング一時保育の市民活動行事保険料（平成２７年２月分）の支出について
4,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年９月分）の支出について
560

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年９月分）の支出について
520

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２６年１２月分）
15,485

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分①）
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年９月分）の支出について
460

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年９月分）の支出について
1,440

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
82

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
70,530

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
103,080

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
14,085

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費等の支給について（平成26年10月31日受付　平成26年７月利用分）
225

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
99,790

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
180,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
282,247

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
276,716

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
217,669

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
46,007

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
258,248

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
37,504

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
98,658

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
5,449

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費等の支給について（平成26年12月18日受付　平成26年４月、５月、６月、７月、８月、９月、10月利用分）
16,100

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費等の支給について（平成26年10月31日受付　平成26年７月利用分）
909

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
47,706

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
143,104

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
322,480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費等の支給について（平成26年12月18日受付　平成26年４月、５月、６月、７月、８月、９月、10月利用分）
16,100
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年９月分）の支出について
1,460

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
55,201

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
390,953

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（丸山小・平成２６年１２月分）
35,708

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の教材代にかかる教育扶助費の支出について（晴明丘小・平成２７年１月分）
9,330

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（文の里中・平成２６年１２月分）
42,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の長期入院患者の診療報酬請求書にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年１月）
87,840

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年１月）
93,187

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２７年１月）
205,230

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
830

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分①）
75,348

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
2,121

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員活動経費の支出について（平成26年10月～12月分）
15,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
9,967

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分②）
4,143

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
246

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
7,544

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
2,610

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
14,122

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
18,494

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務にかかる市内出張交通費の支出について（１２月分）
1,120

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（１２月分）
67,185

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用乾式電子複写機複写料の支出について（１２月分）
2,366

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（１２月分）
21,015

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年９月分）の支出について
1,620

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年度１月分　国民健康保険事業にかかる葬祭費の支払準備金の支出について
50,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年度１月分　国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支払準備金の支出について
500,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金（一般）平成２７年１月分の支払資金の支出について
50,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金（退職)平成２７年１月分の支払資金の支出について
10,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年01月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる切手購入経費の支出について
22,200

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年01月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　一般　1月分）
35,531

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
8,476

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
218,757

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
156,600

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
170,713

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
804,083

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成26年度12月分国民健康保険療養費（一般分）の支出について
574,419

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年度１２月分　国民健康保険事業にかかる葬祭費の支出について
800,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年度１２月分　国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支出について
1,869,460

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成26年度12月分国民健康保険療養費（退職分）の支出について
30,149

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
91,437

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年01月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 平成２６年度１２月分　国民健康保険事業にかかる高額療養費の支出について
1,293

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年01月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　一般　1月分）
455,086

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（12月分）
12,142

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成26年度1月分国民健康保険療養費（一般分）の支出について【差止め処理分】
50,988

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（１月分）
10,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立御崎保育所消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（１月分）
10,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（１月分）
30,000
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住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立御崎保育所消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（１月分）
30,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業用市内出張等交通費の支出について（１０・１１月分）
6,534

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業用市内出張等交通費の支出について（１０・１１月分）
360

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業用市内出張等交通費の支出について（１０・１１月分）
2,480

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金にかかる窓口払い（現金支給）の支出について（平成27年1月支給分）
245,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成26年度発達障がいサポート事業にかかる傷害保険等保険料及び振込手数料の支出について（平成26年1月16日登録分）
80

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成26年度発達障がいサポート事業にかかる傷害保険等保険料及び振込手数料の支出について（平成26年1月16日登録分）
3,900

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修給付費（住之江区申第１５号）にかかる経費の支出について
270,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（１２月分）
648

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払資金繰入金の支出について（１２月分）
12,315

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払資金繰入金の支出について（１２月分）
5,778

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払資金繰入金の支出について（１２月分）
4,600

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払資金繰入金の支出について（１２月分）
430

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求にかかる診断書料の支出について（H26-NO.102)
3,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求にかかる診断書料の支出について（H26-NO.101)
5,400

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（１２月分）
1,058

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（１２月分）
450

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉業務）にかかる国保端末プリンタトナーの購入経費の支出について
20,240

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉業務）にかかる国保端末プリンタトナーの購入経費の支出について
24,040

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費の支出について
419,109

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一負助成費の支出について
170,259

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
120,870

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費の支出について
148,062

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１２月分）の支出について
3,840

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１２月分）の支出について
1,440

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１２月分）の支出について
630

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１２月分）の支出について
4,290

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１２月分）の支出について
430

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１２月分）の支出について
980

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１２月分）の支出について
24,630

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１２月分）の支出について
4,560

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１２月分）の支出について
22,632

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１２月分）の支出について
19,490

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１２月分）の支出について
44,880

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１２月分）の支出について
32,660

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・平成２７年度上半期分）（新規）
324,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・平成２７年度上半期分）（新規）
324,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１２月分）の支出について
13,930

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１２月分）の支出について
760

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度（高齢者）市長審判請求にかかる報酬助成の支出について（Ｈ１８－Ｎｏ．０３　平成２５年１０月１日～平成２６年８月３１日分）
234,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度心身障がい者（児）住宅改修費の支出（代理受領方式）について
280,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（高齢・介護保険）市内出張交通費の支出について（平成２６年１０・１１・１２月分）
2,310

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２６年１２月分）の支出について
86,324

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２６年１２月分）の支出について
22,908

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２６年１２月分）の支出について
575

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成にかかる経費の支出について
2,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１２月分）
3,022

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１２月分）
246
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住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１２月分）
82

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１２月分）
15,636

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１２月分）
482

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１２月分）
5,799

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１２月分）
492

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１２月分）
22,846

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１２月分）
120

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求にかかる診断書料の支出について（H26-No.103）
3,240

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度発達障がいサポーター活動報償金の支出について（１２月分）
311,840

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業所運営業務委託にかかる支出について（マミーズアイ保育園すみのえ園　１２月分）
2,008,350

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業（保育ママ）業務委託にかかる支出について（ひだまり　１２月分）
566,100

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業（保育ママ）業務委託にかかる支出について（すみのえ　１２月分）
845,550

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立北加賀屋保育所及び御崎保育所にかかる賄材料費の支出について（１月分）
1,733,800

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（高齢・介護保険）業務におけるコピー代金等の支出について（１２月分）
6,215

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 養護老人ホーム入所者にかかる葬祭費扶助の支払いについて（ケース番号１３１５）
205,096

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（１２月分）
7,068

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２６年１２月分）
8,400

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費（ストマ等）の支出について（代理受領方式）
3,214,389

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２６年１２月分）
2,350

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２６年１２月分）
4,930

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２６年１２月分）
6,980

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 ８母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第４四半期）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 ７母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立専修学校・第４四半期）
31,875

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 ６母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第４四半期）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 ９母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第４四半期）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 １１母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第４四半期）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 １２母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第４四半期）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 ２母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第４四半期）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 １０母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立高校・第４四半期）
105,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 １母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第４四半期）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 ４母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第４四半期）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 ３母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第４四半期）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 ５母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第４四半期）
150,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 １３母子福祉貸付金の支出について（修業資金・後期分）
408,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２６年１２月分）
661

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費の支出について
1,433,712

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一負助成費の支出について
24,791

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年度　ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（１２月分）
99,560

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
144,990

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費の支出について
39,962

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２６年度乳幼児健診等報償金の支出について（１２月分）（分館）
330,680

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２６年度乳幼児健診等報償金の支出について（１２月分）（分館）
11,160

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２６年度乳幼児健診等報償金の支出について（１２月分）（南港）
137,050

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 報償費　報償金 身体障がい者相談員にかかる報償金の支出について（過年度分・平成25年10月～平成26年3月）
22,800

住之江区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度（高齢者）市長審判請求にかかる報酬助成の支出について（Ｈ２４－Ｎｏ．７８　平成２５年９月１９日～平成２６年１０月１８日分）
249,210

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（１２月１日～２２日使用分）の支出について
22,475

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（１２月１日～２２日使用分）の支出について
20,393

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（１２月１日～２２日使用分）の支出について
312
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住之江区役所 政策推進室 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター分館専用回線用ひかり電話使用料（１１月分）の支出について
56,366

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴを活用した防災システムの開発運用事業用　データ通信代（ＮＴＴ）の支払について（１１月分）
18,627

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（１２月１日～２２日使用分）の支出について
738

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（１２月１日～２２日使用分）の支出について
23,040

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月05日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 福祉車両運行業務にかかる経費の支出について（平成２６年１１月分）
427,680

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月05日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（１２月１日～２２日使用分）の支出について
16,944

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月05日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（１２月１日～２２日使用分）の支出について
2,376

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月05日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（１２月１日～２２日使用分）の支出について
13,880

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月05日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（１２月１日～２２日使用分）の支出について
6,480

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　図書購入費 事務参考用地方財務実務提要の購入経費の支出について（概算契約）（５１９号～５２０号分）
4,526

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「住之江区成人の日記念のつどい」にかかるポスターの製作費用の支出について
32,400

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 証明書発行システム用回線使用料（１１月分）の支出について
7,630

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 市民協働型自転車利用適正化事業「Ｄｏ！プラン」（啓発指導員配置及び協議会運営業務）の業務委託料１１月分の支出について
629,655

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「平成27年度豊かなコミュニティとマルチパートナーシップ等形成促進事業｣プロポーザル実施にかかる第1回委託事業者選定委員報酬の支出について
48,015

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる期日前投票所（南港ポートタウン管理センター）施設使用料の支出について（１２月１日～１５日使用分）
41,118

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小学生の学習意欲向上支援事業用参考図書の購入にかかる経費の支出について
72,652

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙管理委員会事務局常時啓発用啓発物品（のぼり）の購入にかかる経費の支出について
51,408

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住之江区役所一般事務用事務用品（ゼムクリップ　外１１件）の購入経費の支出について
35,704

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住之江区役所庁内情報端末用プリンタートナーの購入経費の支出について
271,944

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（１１月分）にかかる支出について
6,998

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月15日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　消耗品費 福祉的交通用ラミネートフィルム購入経費の支出について
5,935

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月15日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる事務用品の購入経費の支出について
63,428

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月15日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる事務用品の購入経費の支出について
18,430

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月15日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査用プリンタートナーの購入経費の支出について
39,289

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月15日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる投票所用茶菓子等の購入経費の支出について
49,248

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月15日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員選挙及び裁判官国民審査にかかる南港ポートタウン期日前投票所設営用機材の賃貸借料の支出について
324,000

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月15日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる投票所経路用照明器具の賃貸借にかかる経費の支出について
245,160

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月15日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる期日前投票所資材の搬入及び撤収業務にかかる経費の支出について
48,600

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（１２月２３日～使用分）の支出について
540

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（１２月２３日～使用分）の支出について
7,650

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所庁舎及び住之江区保健福祉センター分館から排出する産業廃棄物収集・運搬及び処理業務委託にかかる経費の支出について（１２月分）
16,556

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成26年12月14日執行　衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における当日投票所投票管理者及び投票立会人報酬の支出について
578,900

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成26年12月14日執行　衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における期日前投票所投票管理者及び投票立会人報酬の支出について
665,200

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 平成26年12月14日執行　衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における点字解読者・手話通訳者謝礼の支出について
32,788

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 平成26年12月14日執行　衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における投票所民間従事者謝礼の支出について
769,442

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料
衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる各投票所と住之江区役所及び開票所における物品及び人員の送致にかかる車両の賃貸借料の支出につい
て 370,000

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所窓口案内サービス事業にかかる経費の支出について（１２月分）
567,273

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　光熱水費 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる南港ポートタウン管理センター電気使用料の支出について（１２月１日～１４日分）
20,527

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 住之江区人権啓発推進事業　地区人権学習会運営業務業者選定委員会にかかる委員謝礼の支払について
45,105

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 南港ポートタウンサービスコーナー用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（１２月分）
781

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務事務用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（１２月分）
65,895

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年全国消費実態調査にかかる調査員への報償金の支払いについて
513,480

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月22日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査用ビニールシートの購入経費の支出について
433,080

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報償費　報償金 平成25年度南ブロック区役所附設会館の指定管理業務の評価に係る委員報酬の支払について
32,570

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住之江区広報紙「さざんか」（平成２７年１月号）企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
334,365

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２６年１２月分）
84,012

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（１２月分）の支出について
2,433

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２６年１２月分）
4,044
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住之江区役所 政策推進室 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（１２月分）の支出について
952

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２６年１２月分）
1,100

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（１２月分）の支出について
772

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（１２月分）の支出について
873

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２６年１２月分）
708

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍グループ事務用後納郵便代金（１２月分）の支出について
186,634

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（１２月分）の支出について
820

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 保健福祉センター分館機械警備業務委託にかかる経費の支出について（12月分）
41,040

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区広報紙「さざんか」（平成２７年１月号）企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
118,800

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）賃貸借料の支出について（１２月分）
5,076

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（１２月分）の支出について
574

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙啓発事務・選挙人名簿調製事務・衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる後納郵便料金（１２月分）の支出について
1,674

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙啓発事務・選挙人名簿調製事務・衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる後納郵便料金（１２月分）の支出について
6,806

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 選挙啓発事務・選挙人名簿調製事務・衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる後納郵便料金（１２月分）の支出について
3,245,404

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト用　携帯電話代の支払いについて（１２月分）
5,301

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴを活用した防災システムの開発運用事業用　データ通信代（ＫＤＤＩ）の支払いについて（１２月分）
20,792

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴを活用した防災システムの開発運用事業用　データ通信代（ＳｏｆｔＢａｎｋ）の支払いについて（１２月分）
19,981

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成26年12月14日執行　衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における開票立会人報酬及び費用弁償の支出について
79,200

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 平成26年12月14日執行　衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における投票所民間従事者謝礼の支出について（２回目）
5,900

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　費用弁償 平成26年12月14日執行　衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における開票立会人報酬及び費用弁償の支出について
4,480

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 住之江区災害対策職員住宅用賃貸借契約にかかる不動産賃借料（平成２７年２月分）の支出について
84,000

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区保健福祉センター分館清掃業務委託にかかる経費の支出について（１２月分）
72,792

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 南港ポートタウンサービスコーナー清掃業務委託にかかる経費の支出について（１２月分　定期清掃費）
13,500

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 南港ポートタウンサービスコーナー清掃業務委託にかかる経費の支出について（１２月分　日常清掃費）
22,680

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所庁舎及び住之江区民ホール清掃業務委託にかかる経費の支出について（１２月分）
299,310

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直用寝具借入業務にかかる経費の支出について（１２月分）
9,504

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（住之江区役所）一式（平成２６年３月借入分）　長期借入にかかる経費の支出について（２６年１２月分）
167,859

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（住之江区）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２６年１２月分）
13,107

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる期日前投票所（区役所）投票管理者等用弁当の購入経費の支出について（６６名分）
54,450

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費
衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる投票管理者等用弁当（当日分・昼食、夕食用・安立投票所外１４箇所及び区役所）の購入経費の支出につい
て 171,600

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる開票所への資材搬入・設営及び撤収・資材搬出業務にかかる経費の支出について
628,246

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる投票所（安立保育所）施設使用料の支出について（１２月１４日使用分）
6,565

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙にかかる宿泊用寝具借入にかかる経費の支出について
40,500

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる投票所車椅子及び石油ストーブの賃貸借にかかる経費の支出について
99,999

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（１２月分）について
23,060

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（１２月分）にかかる支出について
6,998

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区長応接室設置用ケーブルテレビ使用料（１２月分）の支出について
3,340

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（１２月分）について
60,912

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（１２月分）について
127,441

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 平成26年12月14日執行　衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における投票所民間従事者謝礼の支出について（３回目・ 終）
11,994

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「住之江区広報紙さざんか」（平成27年1月号）製作業務（概算契約）にかかる経費の支出について
41,445

住之江区役所 政策推進室 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区広報紙「さざんか」の配布業務及び配布先宅の見守り業務（概算契約）にかかる経費の支出について（平成27年1月号）
505,893

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
426,440

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
373,680

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
308,850

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
90,600

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
220,262

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護報酬の支出について
7,377
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住之江区役所 生活支援課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
41,460

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
334,996

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
292,160

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
238,000

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
289,124

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
27,630

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
20,921

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
15,000

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（１２月分）
209,145

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（１２月分）
16,440

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（１２月分）
480,195

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（２月払い分）
32,122,179

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（２月払い分）
16,796,587

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
306,600

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（２月払い分）
910,980

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（２月払い分）
600,000

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（２月払い分）
907,680

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
191,160

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
380,850

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護報酬の支出について
51,800

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
76,160

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
391,251

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
2,160

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
672,804

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
130,873

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
1,092,889

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
63,191

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
31,422

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
351,780

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
6,300

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第３四半期分）の支出について
7,275

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第３四半期分）の支出について
7,275

住之江区役所 生活支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（１２月分）
28,227

住吉区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用電気料金の支出について（１２月請求分）
1,282,280

住吉区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用電話料金の支出について（11月分）
21,084

住吉区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用電話料金(市民局証明書発行システム分)の支出について（11月分）
3,815

住吉区役所 総務課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課業務用出張交通費の支出について（１１月分）
33,158

住吉区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 第47回衆議院議員総選挙用公共施設使用の個人演説会にかかる会場使用料の支出について
21,250

住吉区役所 総務課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 一般管理事務用等及び選挙管理委員会用小口支払基金の繰入について（１２月分）
1,240

住吉区役所 総務課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用等及び選挙管理委員会用小口支払基金の繰入について（１２月分）
22,490

住吉区役所 総務課 平成27年01月15日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　燃料費 一般管理事務用等及び選挙管理委員会用小口支払基金の繰入について（１２月分）
3,420

住吉区役所 総務課 平成27年01月15日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用等及び選挙管理委員会用小口支払基金の繰入について（１２月分）
29,080

住吉区役所 総務課 平成27年01月15日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 一般管理事務用等及び選挙管理委員会用小口支払基金の繰入について（１２月分）
16,590

住吉区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度11月開催各種会議にかかる会議録作成業務の実施及び同経費の支出について
116,640

住吉区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿日直寝具借入（長期継続）にかかる経費の支出について（１２月分）
9,072

住吉区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法律相談等業務にかかる報償金の支出について（１２月分）
27,000

住吉区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理用出張交通費の支出について（１１月～１２月分：他課分）
1,300
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住吉区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区庁舎管理用蛍光灯の買入にかかる経費の支出について
145,746

住吉区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 「住吉区新年のつどい」開催に係る手話通訳の実施及び同経費の支出について
13,200

住吉区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（住吉区）一式　長期借入の実施及び同経費の支出について（12月分）
5,978

住吉区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区）一式長期借入の実施及び同経費の支出について（12月分）
13,107

住吉区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区役所）一式長期借入の実施及び同経費の支出について（12月分）
190,427

住吉区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所自動扉開閉装置保守点検整備業務にかかる経費の支出について（第３四半期）
64,800

住吉区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区民センター自動扉開閉装置保守点検業務委託にかかる経費の支出について（第３四半期）
72,900

住吉区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用大阪日日新聞の買入及び同経費の支出について（10～12月分）
6,150

住吉区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（12月分）
92,061

住吉区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（12月分）
184,626

住吉区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所産業廃棄物収集運搬及び処分業務の実施と同経費の支出について（12月分）
31,428

住吉区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区長用携帯端末にかかる通信用電話料金の支出について（12月分）
4,030

住吉区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所窓口案内等業務委託（長期継続契約）経費の支出について(12月分)
265,500

住吉区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 区長災害用住宅にかかる賃借料（２月分）の支出について
58,000

住吉区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 輪転機（3階）修繕業務にかかる経費の支出について
10,692

住吉区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　葉牡丹ポット苗外２点の購入及び同経費の支出について
82,242

住吉区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用産経新聞の買入及び同経費の支出について（10～12月分）
12,111

住吉区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（12月分）
40,197

住吉区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用等後納郵便料金の支出について(12月分)
16,876

住吉区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務委託料の支出について(12月分)
588,579

住吉区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用等後納郵便料金の支出について(12月分)
338

住吉区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
92

住吉区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
8,704

住吉区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務委託料の支出について(12月分)
5,421

住吉区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 第47回衆議院議員総選挙及び第23回 高裁判所裁判官国民審査用点字解読者報償金の支出について
8,800

住吉区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 第47回衆議院議員総選挙及び第23回 高裁判所裁判官国民審査用手話通訳者謝礼金の支出について
23,794

住吉区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
4,101,177

住吉区役所 地域課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全こども見守り事業　啓発用チラシ作成にかかるカラートナーカートリッジ２色買入経費の支出について
89,424

住吉区役所 地域課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花さかスミちゃん事業用　ビニールハウス補修用テープ　外１８点の購入経費の支出について
99,801

住吉区役所 地域課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「第40回すみよしまつり」運営業務にかかる経費の支出について
4,995,013

住吉区役所 地域課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 地域安全防犯対策事業　小口支払い基金の繰入について（１２月分）
11,174

住吉区役所 地域課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全こども見守り事業　啓発用パウチフイルム３点買入経費の支出について
27,216

住吉区役所 地域課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住吉区花づくり広場　水道料金の支出について（１２月分）
1,026

住吉区役所 地域課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラにかかる電気代の支出について（１２月分）　＜平成25年度設置分＞ （NO.1～4、6、10、11、13～16、20～24、26～34）
7,454

住吉区役所 地域課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住吉区花づくり広場　水道料金の支出について（１２月分）
594

住吉区役所 地域課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策事業にかかる通信費支出について（１２月分）
6,834

住吉区役所 地域課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域課市内出張交通費の支出について（１２月分）
10,220

住吉区役所 地域課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課事務用コピー代金の支出について（１２月分）
22,619

住吉区役所 地域課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課郵送代の支出について（１２月分）
79,868

住吉区役所 住民情報課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）経費の支出について（１１月分）
3,275,521

住吉区役所 住民情報課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課（事務室側、住民登録・戸籍）事務用コピー代金の支出について（１１月分）
6,946

住吉区役所 住民情報課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課（窓口側、住民登録・戸籍）事務用コピー代金の支出について（１１月分）
12,401

住吉区役所 住民情報課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課事務用消耗品（クリップライト外６点）の購入経費の支出について
57,452

住吉区役所 住民情報課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課事務用消耗品（カード立て外１点）の購入経費の支出について
7,452

住吉区役所 住民情報課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課事務用消耗品（レジスターロール用紙）の購入及び同経費の支出について
60,480

住吉区役所 住民情報課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報課（住民登録・戸籍）事務用後納郵便料金（１２月分）の支出について
146,495

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度障がい者虐待予防事業研修会の講師への報償金の支出について（11月25日実施）
24,760

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費用医療助成費の支出について（平成２６年１２月支給決定分）
1,027,145
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住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
23,998

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
100,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
40,128

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
71,035

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
15,800

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市重度心身障がい者（児）住宅改修費の支出について
123,444

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費用医療助成費の支出について（平成２６年１２月支給決定分）
84,306

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費用医療助成費の支出について（平成２６年１２月支給決定分）
82,171

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費用医療助成費の支出について（平成２６年１２月支給決定分）
69,441

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
852,128

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
44,480

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
13,400

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
310,015

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
36,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
149,040

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
15,539

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
57,460

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
26,260

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
5,830

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
43,740

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
87,340

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
62,880

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
71,965

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
3,780

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市重度心身障がい者（児）住宅改修費の支出について
325,535

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
58,550

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業にかかる臨時福祉給付金（１２月戻入分）の支出について
75,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業にかかる臨時福祉給付金（窓口１月分）の支出について
390,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
277,233

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
55,439

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
91,028

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
113,708

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター業務にかかる消耗品費の支出について
11,372

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(１２月分-２)
6,681

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について(１２月分-２)
7,086

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(１２月分-２)
1,640

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について(１２月分-２)
2,592

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内出張交通費の支払いについて（平成２６年７月～８月分）
1,980

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
4,770

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
41,500

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
241,772

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
70,399

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
240,096

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
48,600

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内出張交通費の支払いについて（平成２６年７月～８月分）
1,100

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(１２月分-２)
1,640

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(１２月分-２)
2,165

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座講師料の支出について（平成２６年１２月分）
14,200
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住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内出張交通費の支払いについて（平成２６年７月～８月分）
480

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
180,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉担当業務（１２月分）小口支払基金の繰入について
280

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当業務（１２月分）小口支払基金の繰入について
3,880

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 保健福祉担当業務（１２月分）小口支払基金の繰入について
3,400

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種事業報償金の支出について（平成２６年１２月分）
74,670

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉事業にかかる講師報償金の支出について（平成２６年１２月分）
20,080

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉普及啓発事業にかかる講師報償金の支出について（平成２６年１１月実施分）
34,280

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 保健福祉担当業務（１２月分）小口支払基金の繰入について
7,153

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
221,735

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
6,300

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
186,184

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
171,955

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
46,007

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
213,351

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
681,125

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費用医療助成費の支出について（平成２６年１２月支給決定分）
1,992,602

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
578,960

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
154,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
35,600

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
4,400

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
153,480

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
53,784

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
165,098

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
31,108

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費用医療助成費の支出について（平成２６年１２月支給決定分）
509,353

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費用医療助成費の支出について（平成２６年１２月支給決定分）
339,520

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費用医療助成費の支出について（平成２６年１２月支給決定分）
27,179

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査等報償金の支出について（平成２６年１２月分）
617,380

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
162,581

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポーター派遣事業にかかる報償金の支出について（平成２６年１２月分）
274,500

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
3,093

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
1,988

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
8,540

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
30,826

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
63,711

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
79,453

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
151,330

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
5,868

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
14,472

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２６年１２月分歯科健康相談事業用報償金の支出について
31,190

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
8,200

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
8,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
26,990

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
7,734

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
10,574



平成26年度（平成27年01月）　公金支出情報

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

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月受取人払分）
1,853

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
6,244

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
34,489

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
36,935

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 高齢者支援・介護保険事務用コピー代金の支払いについて(１２月分)
7,930

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付用貸付金の支出について（第４四半期）
1,536,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費（１２月請求分）の支出について
14,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用コピー代金の支出について（１２月分）
11,273

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１２月分）
1,384

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
138,038

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１２月分）
2,658

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１２月分）
164

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１２月分）
9,798

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１２月分）
492

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１２月分）
1,042

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１２月分）
386

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１２月分）
3,169

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１２月分）
27,507

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１２月分）
82

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
82,896

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
18,850

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
32,400

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
16,800

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
77,920

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
21,830

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
90,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
148,920

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
22,880

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
16,142

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
59,800

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
340,450

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所用賄材料費の支出について（１月分）
3,484,070

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て情報提供事業（子育て支援講演会）における講師の報償金の支出について
13,400

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用カラーペーパー他２９点の購入及び同経費の支出について
16,081

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費用医療助成費の支出について（平成２７年１月支給決定分）
894,667

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費用医療助成費の支出について（平成２７年１月支給決定分）
163,882

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費助成事業の支出について
269,301

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用カラーペーパー他２９点の購入及び同経費の支出について
21,902

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 公立保育所用消耗品費（特別保育用）の支出について（２月分）
30,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）業務にかかる委託料の支出について（平成２６年１２月分）
1,091,400

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）業務にかかる委託料の支出について（平成２６年１２月分）
1,110,600

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業業務委託料の支出について（平成２６年１２月分）
2,109,450

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費用医療助成費の支出について（平成２７年１月支給決定分）
46,844

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費用医療助成費の支出について（平成２７年１月支給決定分）
36,799

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用カラーペーパー他２９点の購入及び同経費の支出について
53,865

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所用消耗品費（通常保育用）の支出について（２月分）
150,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉貸付用貸付金の支出について（第４四半期）
486,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内出張交通費の支払について（平成２６年１０月分）
9,260



平成26年度（平成27年01月）　公金支出情報

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

住吉区役所 企画課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度住吉区役所広報紙「広報すみよし」配布業務経費の支出について（平成26年12月号）
727,954

住吉区役所 企画課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度住吉区役所広報紙「広報すみよし」企画・編集業務委託経費の支出について（１月号）
243,000

住吉区役所 企画課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度点字版「広報すみよし（区政情報）」製作業務委託経費の支出について（１月号）
130,053

住吉区役所 企画課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住吉区役所広報紙「広報すみよし」（平成26年５月号～平成27年４月号）概算印刷業務委託経費の支出について（１月号）
616,809

住吉区役所 企画課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民意識調査にかかる後納郵便料金（料金受取人払分）の支出について（12月分）
45,008

住吉区役所 教育文化課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度地域教育推進事業講師謝礼の支出について
14,620

住吉区役所 教育文化課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用（地域教育推進事業・学校選択制）小口支払基金の繰入について（12月分）
936

住吉区役所 教育文化課 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用（地域教育推進事業・学校選択制）小口支払基金の繰入について（12月分）
82

住吉区役所 教育文化課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（12月分）
199,990

住吉区役所 教育文化課 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（12月分）
160,742

住吉区役所 保険年金課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金課一般事務用コピー代金の支出について（１１月分）
9,963

住吉区役所 保険年金課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の資金前渡について（１月分）
2,100,000

住吉区役所 保険年金課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業収納事務用歳出還付金支払資金の支出について（１月分・一般及びマル退分）
100,000

住吉区役所 保険年金課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業収納事務用歳出還付金支払資金の支出について（１月分・一般及びマル退分）
10,000

住吉区役所 保険年金課 平成27年01月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用保険料還付金の支出について（歳出・一般）
168,943

住吉区役所 保険年金課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支給について（１２月分）
1,014,580

住吉区役所 保険年金課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
10,000

住吉区役所 保険年金課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の資金前渡について（１月分）
100,000

住吉区役所 保険年金課 平成27年01月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用歳出還付金の支出について（一般）
271,651

住吉区役所 保険年金課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 国民年金出張旅費（12月分）の支出について
640

住吉区役所 保険年金課 平成27年01月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険出張旅費（12月分）の支出について
1,570

住吉区役所 保険年金課 平成27年01月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険出張旅費（11月分）の支出について
480

住吉区役所 保険年金課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(１２月分)の支出について
1,290

住吉区役所 保険年金課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険料収納事務用後納郵便料金の支出について（１２月・後納）
229,678

住吉区役所 保険年金課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(１２月分)の支出について
283,548

住吉区役所 保険年金課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(１２月分)の支出について
10,030

住吉区役所 保険年金課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業収納事務用後納郵便料金の支出について（１２月分・受払）
70,841

住吉区役所 保険年金課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険料収納事務用後納郵便料金の支出について（１２月・後納）
870,986

住吉区役所 保険年金課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（１月分）
315,742

住吉区役所 保険年金課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（１月分）
389,476

住吉区役所 保険年金課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（１月分）
350,000

住吉区役所 保険年金課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（１月分）
350,000

住吉区役所 保険年金課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支給について（１月分）
231,027

住吉区役所 保険年金課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用退職者医療分療養費の支出について（１月分）
11,076

住吉区役所 保険年金課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用退職者医療分療養費の支出について（１月分）
101,372

住吉区役所 保険年金課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(後期)事務用後納郵便料金(１２月分)の支出について
83,925

住吉区役所 保険年金課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(後期)事務用後納郵便料金(１２月分)の支出について
114,001

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
282,165

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（特定入所者介護サービス費）の支出について
2,360

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
100,640

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
64,280

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
129,600

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
211,538

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
67,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
224,770

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
273,240

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
262,470

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
61,800
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住吉区役所 生活支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
24,514

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護事業用住宅扶助費の支出について
16,200

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
279,370

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
173,607

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
231,292

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員費用弁償の支出について（第３四半期分）
1,617,875

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
349,551

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
48,645

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 児童委員費用弁償の支出について（第３四半期）
1,564,125

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（１２月分）
2,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
97,200

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
109,252

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
99,882

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
28,920

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
213,220

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
126,210

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
230,551

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
45,680

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用診察料の支出について
100,560

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
249,341

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護事業用住宅扶助費の支出について
18,792

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
130,700

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
172,960

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
66,420

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２７年２月分生活保護費の支出について（１回目）
43,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２７年２月分生活保護費の支出について（１回目）
23,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２７年２月分生活保護費の支出について（１回目）
600,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 平成２７年２月分生活保護費の支出について（１回目）
100,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２７年２月分生活保護費の支出について（１回目）
1,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 平成２７年２月分生活保護費の支出について（１回目）
100,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２７年２月分生活保護費の支出について（１回目）
1,200,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 平成２７年２月分生活保護費の支出について（１回目）
300,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
213,220

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
121,800

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
10,070

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
40,480

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
234,100

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
18,126

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料の支出について
1,500

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
44,020

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
225,443

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援課出張旅費の支出について（１０～１２月分）
13,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事業用コピー代金の支出について（１２月分）
35,252

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
386,780

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
392,786

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年１２月分)
372,879

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年１２月分)
334,153

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年１１～１２月分)
374,667
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住吉区役所 生活支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年１２月分)
383,283

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年１１～１２月分)
139,972

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年１２月分)
349,480

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
58,870

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
165,618

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護事業用出産扶助費の支出について
19,175

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
380,290

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（１２月分）
1,886

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（１２月分）
902

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（１２月分）
1,120,203

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
387,990

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
108,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護事業用住宅扶助費の支出について
26,784

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
348,842

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
131,012

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
394,330

住吉区役所 生活支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
214,416

東住吉区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成26年11月分電話料金の支出について（光回線）
292,488

東住吉区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　平成26年11月分電話料金の支出について（証明書発行システム分）
7,695

東住吉区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　平成26年11月分電話料金の支出について（市内通話料）
36,618

東住吉区役所 総務課 平成27年01月06日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年１２月１４日執行予定衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における選挙事務従事者用寝具等借入に係る経費の支出について
24,300

東住吉区役所 総務課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　リサイクルトナー購入経費の支出について
58,320

東住吉区役所 総務課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務にかかる多穴パンチ外４点買入にかかる経費の支出について
39,706

東住吉区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 平成26年12月14日執行予定衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における選挙用ビニールシート買入にかかる経費の支出について
371,520

東住吉区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 平成26年12月14日執行予定衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における投・開票所不足物品賃貸借業務にかかる経費の支出について
450,500

東住吉区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成２６年１２月１４日執行予定衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における投票所資材の搬入及び搬出に伴う船車賃借業務に係る経費の支出について
567,000

東住吉区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　ＲＩＳＯマスターほか１点購入経費の支出について
36,072

東住吉区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分後期）
972

東住吉区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分後期）
1,321

東住吉区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分後期）
1,140

東住吉区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分後期）
648

東住吉区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（12月分後期）
6,200

東住吉区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分後期）
10,152

東住吉区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分後期）
2,550

東住吉区役所 総務課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般管理用不燃カラーパーテーションパネル買入にかかる経費の支出について
475,200

東住吉区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（平成26年3月31日借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
241,718

東住吉区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
8,184

東住吉区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
6,946

東住吉区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
4,468

東住吉区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
4,337

東住吉区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
3,848

東住吉区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
5,707

東住吉区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
5,707

東住吉区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
3,098
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東住吉区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
4,468

東住吉区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
3,098

東住吉区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
6,326

東住吉区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
5,707

東住吉区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
3,717

東住吉区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
2,478

東住吉区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
3,098

東住吉区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（平成26年3月31日借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
3,253

東住吉区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙啓発事業にかかるシャープペンシル買入にかかる経費の支出について
57,780

東住吉区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
131,719

東住吉区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
239,477

東住吉区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
232,666

東住吉区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
117,791

東住吉区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
172,065

東住吉区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
331,818

東住吉区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
181,104

東住吉区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
121,654

東住吉区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
168,245

東住吉区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
161,055

東住吉区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
227,941

東住吉区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
125,802

東住吉区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
160,191

東住吉区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
170,093

東住吉区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
165,492

東住吉区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
204,193

東住吉区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
299,583

東住吉区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
148,399

東住吉区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
172,353

東住吉区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
211,375

東住吉区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
220,217

東住吉区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
165,737

東住吉区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
202,878

東住吉区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
402,224

東住吉区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東住吉区役所法律相談にかかる弁護士報酬支払について（平成26年12月分）
43,200

東住吉区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用 フラットファイル他11点の購入経費の支出について
9,054

東住吉区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成26年12月分電話料金の支出について（携帯電話）
3,702

東住吉区役所 総務課 平成27年01月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成26年12月14日実施の衆議院選挙における投票管理者等報酬の支出について（当日）
696,900

東住吉区役所 総務課 平成27年01月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成26年12月14日実施の衆議院選挙における投票管理者等報酬の支出について（期日前）
668,500

東住吉区役所 総務課 平成27年01月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 平成26年12月14日実施の衆議院選挙における民間事務従事者等報償金の支出について
884,442

東住吉区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　コピー料金の支出について（12月分）
25,444

東住吉区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成26年12月分電話料金の支出について（光回線）
287,966

東住吉区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　東住吉区役所矢田出張所等機械警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（10月から12月分）
196,425

東住吉区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区役所外２箇所庁舎清掃業務委託　長期継続（その２）にかかる経費の支出について（12月分）
340,632
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東住吉区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用大阪市東住吉区役所における窓口案内員業務従事者派遣業務にかかる経費の支出について（12月分）
195,930

東住吉区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　東住吉区役所外１箇所　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入に係る経費の支出について（12月分）
6,195

東住吉区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　東住吉区役所ＡＥＤ（自動体外式除細動器）セット一式長期借入に係る経費の支出について（12月分）
4,620

東住吉区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課出張旅費の支出について（平成26年9月分）（総務課事務費）
13,546

東住吉区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　Duploロールマスターほか１点購入経費の支出について
63,720

東住吉区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　コピー料金の支出について（10～12月分）
203,965

東住吉区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用収納家具ほか２点買入にかかる経費の支出について
694,008

東住吉区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成26年12月分電話料金の支出について（矢田出張所）
6,998

東住吉区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　平成26年12月分電話料金の支出について（証明書発行システム分）
7,695

東住吉区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年度12月分　後納郵便料の支出について（総務課）
2,406

東住吉区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　平成26年12月分電話料金の支出について（市内通話料）
36,650

東住吉区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年全国消費実態調査にかかる指導員及び調査員報酬支払いについて
687,448

東住吉区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年度12月分　後納郵便料の支出について（総務課）
328

東住吉区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 選挙にかかる出張旅費の支出について（平成26年12月14日執行　衆議院議員総選挙）
23,957

東住吉区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 平成26年度12月分　後納郵便料の支出について（総務課）
3,299,859

東住吉区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 平成26年度12月　後納郵便料について（選挙管理委員会事務局）
1,809

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年１月分国民健康保険葬祭費及び出産育児一時金の支出について
100,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年１月分国民健康保険葬祭費及び出産育児一時金の支出について
900,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の還付金　1月分支払資金（歳出一般）
50,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の還付金　1月分支払資金（歳出マル退）
20,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年01月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について
35,646

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年01月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
600,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年01月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
390,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用郵便切手等の購入及び同経費の支出について
15,300

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用郵便切手等の購入及び同経費の支出について
40,200

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年01月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について
34,548

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年01月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
450,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年01月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
1,267,030

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分後納郵便料の支出について（住民情報担当事務費および就学通知書等発送用経費）
102,330

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分後納郵便料の支出について（住民情報担当事務費および就学通知書等発送用経費）
107,552

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年01月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
1,680,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費の支出について
1,683,111

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費（退職）の支出について
79,599

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　窓口サービス課（保険年金）にかかるコピー料金の支払について（１０～１２月分）
14,167

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２６年１２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
1,250

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２６年１２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
388

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成26年度　窓口サービス課（保険年金）にかかる物品の購入及び同経費の支出について
7,295

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　窓口サービス課（保険年金）にかかるコピー料金の支払について（１０～１２月分）
25,873

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２６年１２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
341,654

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２６年１２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
679

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２６年１２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
6,208

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成２６年度　窓口サービス課（保険年金）にかかるコピー料金の支払について（１０～１２月分）
15,038

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２６年１２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
6,393

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理）平成２６年１２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
36,997

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理）平成２６年１２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
1,358

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２６年１２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
617,548

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理）平成２６年１２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
6,900

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２６年度１２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
9,643
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東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２６年１２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
110,664

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２６年度１２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
13,600

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２６年１２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
86,174

東住吉区役所 政策推進課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東住吉区の広報紙（平成２６年５月号～平成２７年４月号）概算印刷にかかる経費の支出について（平成27年1月号）
315,802

東住吉区役所 政策推進課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成27年1月号）
316,569

東住吉区役所 政策推進課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」の配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成27年1月号）
95,662

東住吉区役所 政策推進課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「広報東住吉なでしこ（区政情報）」製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成27年1月号）
38,836

東住吉区役所 政策推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年10月分　市内出張交通費の支出について（政策推進課）
2,184

東住吉区役所 政策推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策推進課事務用　フラットファイルほか49点買入にかかる経費の支出について
6,976

東住吉区役所 政策推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民アンケート事業　後納郵便料の支払いについて（平成26年12月分）
6,412

東住吉区役所 政策推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分後納郵便料の支出について（政策推進課）
1,250

東住吉区役所 政策推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分後納郵便料の支出について（政策推進課）
2,260

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成26年11月分　ソーシャルワーカー用携帯電話の使用にかかる経費の支出について(平成26年度コミュニティソーシャルワーク推進（地域生活支援）事業）
2,022

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
9,432

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
17,973

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
1,836

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
34,110

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
158,730

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
61,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
63,270

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
85,650

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
12,960

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
78,260

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
4,390

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
9,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
181,984

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
379,917

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
10,011

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域福祉計画推進事業における、新たな地域レベルでの見守りシステム「救急カプセル」の導入支援にかかるステッカー（マグネットシート）代金の支出について
249,480

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 「地域福祉カルテ」作成の取り組み検討会及び学習会にかかる講師の報酬の支払いについて（平成26年度大阪市地域福祉活動推進事業）
19,460

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
702,702

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度心身障がい者(児)住宅改修費給付事業における重度心身障がい者住宅改修費経費の支出について
64,365

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
53,280

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
1,593,069

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
5,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
280,577

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
5,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
9,720

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
10,360

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業にかかる経費の支出について（平成26年11月分）
921,050

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業にかかる臨時福祉給付金（平成２７年１月分窓口支払分）の支出について
265,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成26年度11月分　ソーシャルワーカー用インターネットの使用にかかる経費の支出について(平成26年度コミュニティソーシャルワーク推進(地域生活支援）事業）
4,229

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
192,433

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
263,242

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
100,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
308,232

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における特養個室利用料の支出について（平成２６年１１月分）
49,200
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東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護福祉用具購入費の支出について
19,980

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
216,865

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
214,416

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
230,556

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求にかかる診断書料の支出について
5,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
64,240

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
59,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
164,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
122,040

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
27,580

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
30,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分後期）
500

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分後期）
2,430

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
19,440

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成26年12月分）の支出について
330,746

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
29,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
133,431

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
18,240

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度１２月後半分　小口支払基金の繰入について
7,369

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度１２月後半分　小口支払基金の繰入について
18,044

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２６年度１２月後半分　小口支払基金の繰入について
5,360

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 平成２６年度１２月後半分　小口支払基金の繰入について
2,900

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について
1,949,552

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療（一部負担金相当額一部）助成費の支出について
256,423

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
5,060

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支出について
609,597

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について
60,369

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月15日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成27年1月分母子福祉貸付金の支払いについて
306,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月15日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成27年1月分母子福祉貸付金の支払いについて
324,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月15日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成27年1月分母子福祉貸付金の支払いについて
162,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月15日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成27年1月分母子福祉貸付金の支払いについて
398,970

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月15日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成27年1月分寡婦福祉貸付金の支払いについて
295,950

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年１２月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
11,318

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成26年度民生委員児童委員費用弁償（第３四半期）の支出について
1,690,850

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
55,439

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
237,759

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
35,233

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
44,592

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
46,007

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
117,376

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
18,957

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
79,962

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
56,172

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
54,657

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
10,018

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
41,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
44,592
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東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
17,627

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
248,533

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
7,231

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
4,100

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
920

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
89,924

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
43,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
171,504

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成26年12月分）の支出について
254,409

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
40,562

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
592,172

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
8,640

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における長期入院患者にかかる診療報酬の支出について
43,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
40,380

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
226,114

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
28,668

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 平成２６年１２月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
10,128

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成26年度民生委員児童委員費用弁償（第３四半期）の支出について
1,629,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 平成２６年１２月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
564

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年１２月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
2,590

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 平成２６年１２月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
3,628

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 平成２６年１２月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
6,624

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
6,354

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 平成２６年１２月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
10,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
54,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
25,152

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
71,953

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成26年9月分から12月分）の支出について
363,933

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成26年10月分・11月分）の支出について
319,572

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における特養個室利用料の支出について（平成２６年１１月分）
4,750

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
43,114

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
45,797

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
89,750

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
14,231

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
92,224

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
143,576

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
301,445

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成26年9月分）の支出について
17,860

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成26年12月分）の支出について
343,016

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 老人福祉法における成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
432,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）レターパックライト・現金書留用封筒の購入について
22,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における妊娠検査料の支出について
4,960

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
355,250

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
118,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
104,260

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
8,500
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東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
5,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
2,160

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
25,920

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
9,189

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 老人福祉法における後見等開始の審判請求にかかる鑑定費用の支出について
100,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
222,700

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
6,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
23,760

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
85,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
35,640

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
89,270

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成26年12月分）の支出について
303,252

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉講師料平成２６年１２月分の支出について
18,560

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２７年２月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
76,000,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
31,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
187,017

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２７年２月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
42,000,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２７年２月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
800,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 平成２７年２月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
50,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
2,160

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２７年２月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
1,000,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 平成２７年２月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
100,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２７年２月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
3,000,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 平成２７年２月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
250,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年１２月分ＢＣＧ予防接種事業にかかる報償金の支出について
99,560

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２６年１２月分妊婦教室にかかる報償金の支出について
11,160

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求にかかる診断書料の支出について
5,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求にかかる診断書料の支出について
1,620

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分保健担当後納郵便料の支出について
328

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分保健担当後納郵便料の支出について
4,666

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 東住吉区保健福祉センター診察衣等洗濯請負にかかる経費の支出について（第８回中間払い）
3,726

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
134,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
18,151

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
210,992

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
5,553

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分保健担当後納郵便料の支出について
1,354

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分保健担当後納郵便料の支出について
492

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分保健担当後納郵便料の支出について
2,278

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分保健担当後納郵便料の支出について
8,883

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分保健担当後納郵便料の支出について
82

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分保健担当後納郵便料の支出について
1,312

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分保健担当後納郵便料の支出について
1,402

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分保健担当後納郵便料の支出について
21,273

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
148,263

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護住宅改修費の支出について
35,077

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
257,949

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
25,928
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東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査等にかかる報償金の支出について（平成26年12月分）
411,650

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払について（平成２６年１１月分）
3,498

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払について（平成２６年１０月分）
4,589

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年１２月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
15,155

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）コピー料金の支出について（１２月分）
31,432

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
7,960

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払について（平成２６年１０月分）
131

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払について（平成２６年１０月分）
880

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健担当事務用消耗品に係る経費の支出について
680

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健担当事務用消耗品に係る経費の支出について
21,184

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健担当事務用消耗品に係る経費の支出について
1,698

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払について（平成２６年１１月分）
2,340

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払について（平成２６年１０月分）
870

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健担当事務用消耗品に係る経費の支出について
5,929

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健担当事務用消耗品に係る経費の支出について
1,676

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費の支出について（平成27年1月分）
1,543,310

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年１２月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
17,022

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健担当事務用消耗品に係る経費の支出について
15,180

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
12,144

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
51,430

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
3,184

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
2,864

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
104,066

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
220,687

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
2,215

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
571,160

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
47,474

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
2,096

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
240,741

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
62,208

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
26,824

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
7,493

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
1,178

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
18,854

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
379

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援）出張交通費（１０月分）の支出について
8,290

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援）出張交通費（１０月分）の支出について
1,846

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援）出張交通費（１０月分）の支出について
2,048

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
126,433

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
44,920

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
73,537

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,070

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
244,416

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
15,250

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
2,296

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分（3/5件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
1,261
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東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
11,046

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
1,148

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
35,362

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分（2/5件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
8,061

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
9,570

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
5,330

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
25,616

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分保健福祉課（介護保険）後納郵便料の支出について
102,553

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分（4/5件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料(料金受取人払)の支出について
1,649

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分（1/5件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料(料金受取人払)の支出について
2,813

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分（5/5件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料(料金受取人払)の支出について
14,697

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
5,366

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる経費の支出について
134,582

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）コピー料金の支出について（１０～１２月分）
40,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）コピー料金の支出について（１０～１２月分）
13,861

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）コピー料金の支出について（１０～１２月分）
40,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）コピー料金の支出について（１０～１２月分）
40,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２６年１２月分料金受取人払郵便料の支出について
29,564

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２６年１２月分後納郵便料の支出について
100,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２６年１２月分後納郵便料の支出について
1,055,178

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２６年１２月分料金受取人払郵便料の支出について
56,380

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
105,020

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
46,410

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
132,004

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 過誤納金還付金について（平成２６年度　法内扶助費戻入金　本庁執行分）
6,762

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 過誤納金還付金について（平成２６年度　法内扶助費戻入金　区執行分）
1,341

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成26年11～12月分）の支出について
72,452

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
27,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
35,760

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
5,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
31,320

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における長期入院患者にかかる診療報酬の支出について
44,640

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
216,424

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業にかかる経費の支出について（平成26年12月分）
1,205,690

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業にかかる経費の支出について（平成26年12月分）
1,860,910

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年１０月分～１２月分保健福祉課（介護）コピー料金の支出について
21,911

東住吉区役所 区民企画課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業にかかる防災資機材（保存水他３点）の購入経費の支出について
149,482

東住吉区役所 区民企画課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業にかかる防災資機材（救急用品セット）の購入経費の支出について
89,856

東住吉区役所 区民企画課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 白鷺中学校PTA講習会の実施に係る講師謝礼金の支出について（PTA・社会教育関係団体対象学習会助成事業）
10,650

東住吉区役所 区民企画課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ホイッスル付ＬＥＤライト（カラビナ付）の購入経費の支出について（防犯・交通安全対策事業）
84,132

東住吉区役所 区民企画課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業に係る区発達障がいアドバイザーの報償金（12月分）の支出について
12,400

東住吉区役所 区民企画課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「東住吉区防災フェスタ」にかかるトナーの購入経費の支出について（防災力向上事業）
129,859

東住吉区役所 区民企画課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　東住吉区生涯学習推進事業にかかる発送物配達業務委託(概算契約)経費の支出について(生涯学習推進事業)（12月分）
1,910

東住吉区役所 区民企画課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年度12月分　地域安全対策用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（防犯・交通安全対策事業）
7,462

東住吉区役所 区民企画課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立東住吉会館管理運営業務にかかる業務代行料の支出について（東住吉会館管理運営）（第３四半期）
5,109,236

東住吉区役所 区民企画課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 東住吉区民ホール設置のピアノ調律業務にかかる経費の支出について
25,920
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東住吉区役所 区民企画課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム講座にかかる講師謝礼の支出について（12月分）
17,000

東住吉区役所 区民企画課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区民企画課　市内出張交通費の支出について（１１月分）
15,178

東住吉区役所 区民企画課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区民企画課　市内出張交通費の支出について（１０月分）
10,088

東住吉区役所 区民企画課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
30,902

東住吉区役所 区民企画課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
12,010

東住吉区役所 区民企画課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
86,652

東住吉区役所 区民企画課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
2,774

東住吉区役所 区民企画課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区民ホール音響設備点検補修業務にかかる経費の支出について
116,640

東住吉区役所 区民企画課 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
3,936

平野区役所 総務課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所屋上掲揚塔及び室内掲載用大阪市旗買入にかかる経費の支出について
82,080

平野区役所 総務課 平成27年01月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議院議員総選挙投票所用養生シート買入にかかる経費の支出について
589,993

平野区役所 総務課 平成27年01月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員選挙従事者用宿泊施設借り上げにかかる経費の支出について
53,900

平野区役所 総務課 平成27年01月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙開票所物品賃借業務にかかる経費の支出について
593,568

平野区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ３出張所及び平野区役所の市民局証明書発行システムにかかる経費の支出について（１２月分）
15,455

平野区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平野区役所専用回線使用にかかる経費の支出について（26年12月分）
66,534

平野区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 従事者用寝具賃借業務にかかる経費の支出について
23,652

平野区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用ゴム印の購入にかかる経費の支出について
964

平野区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 「衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査」にかかる選挙従事者報酬追加分及び点字解読者の支出について
8,800

平野区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 「衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査」にかかる選挙従事者報酬の支出について
1,778,300

平野区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 「衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査」にかかる選挙従事者報酬追加分及び点字解読者の支出について
8,800

平野区役所 総務課 平成27年01月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 「衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査」にかかる報償金の支出について
1,029,156

平野区役所 総務課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（12月分２回目）
14,904

平野区役所 総務課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（12月分２回目）
410

平野区役所 総務課 平成27年01月15日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（12月分２回目）
14,113

平野区役所 総務課 平成27年01月15日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙投票所物品賃借業務にかかる経費の支出について
100,000

平野区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平野区役所災害対策住宅にかかる電話回線使用料の支出について（26年12月分）
2,768

平野区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅にかかる賃料等（２月分）の支出について
123,000

平野区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平野区役所事務用市内出張交通費の支出について（９月分戻入分）
720

平野区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について(12月分）
85,318

平野区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について(12月分）
196,540

平野区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用パソコン等賃貸借にかかる経費の支出について（平成26年度12月分）
23,205

平野区役所 総務課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 平成26年度 平野区役所産業廃棄物収集運搬・処理業務委託にかかる経費の支出について（衆議院議員選挙分）
1,415

平野区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙啓発用靴みがきの購入にかかる経費の支出について
88,776

平野区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員総選挙にかかる開票所用臨時架設電話費用及び電話料の支出について
90,508

平野区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙における開票所施設（常磐会学園）使用料の支出について
225,940

平野区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙における開票所施設（常磐会学園）使用料の支出について
16,015

平野区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用読売新聞の購入経費の支出について（平成26年12月分）
4,037

平野区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 加美出張所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（平成26年度12月分）
8,736

平野区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便にかかる経費の支出について（26年12月分）
3,531

平野区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 長吉出張所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（平成26年度12月分）
7,900

平野区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 瓜破出張所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（平成26年度12月分）
3,574

平野区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区役所外3箇所から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（衆議院議員選挙分）
10,957

平野区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口案内員及び保健福祉課フロアマネージャー派遣業務にかかる経費の支出について（12月分
657,720

平野区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 長吉・瓜破・加美出張所機械警備にかかる経費の支出について（12月分）
27,540

平野区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便にかかる経費の支出について（26年12月分）
742

平野区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便にかかる経費の支出について（26年12月分）
4,018

平野区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる市内出張交通費の支出について
56,680

平野区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査の投票事務等に従事する民間従事者に提供する弁当の製造及び納入にかかる経費の支出について
370,400
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平野区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便にかかる経費の支出について（26年12月分）
1,011

平野区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口案内用スタッフコート買入にかかる経費の支出について
35,100

平野区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 平野区役所５階輪転機室補修業務の実施及び同経費の支出について
41,796

平野区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 3出張所インターネット使用にかかる経費の支出について（１２月分）
20,994

平野区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　特別旅費 平野区事務用市内出張交通費の支出について（１０月分）
382

平野区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平野区事務用市内出張交通費の支出について（１０月分）
87,950

平野区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所庁舎（長吉・瓜破・加美出張所含む）清掃業務委託にかかる経費の支出について（１２月分）
714,420

平野区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区役所外3箇所から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（１２月分）
18,904

平野区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員総選挙・ 高裁判所裁判官国民審査業務にかかる深夜帰宅用タクシー代の支出について（当日分）
9,540

平野区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙における個人演説会会場使用料の支出について
21,550

平野区役所 総務課 平成27年01月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 衆議院議員総選挙投票所・開票所資材の搬入・搬出に伴う車両賃借にかかる経費の支出について
730,620

平野区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 長吉・瓜破出張所電気使用にかかる経費の支出について（１月請求分）
123,289

平野区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便にかかる経費の支出について（平成26年度12月分衆議院議員選挙含む）
82

平野区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便にかかる経費の支出について（平成26年度12月分衆議院議員選挙含む）
164

平野区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便にかかる経費の支出について（平成26年度12月分衆議院議員選挙含む）
4,978,911

平野区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険１月分保険給付費（出産育児一時金）の支出について
2,800,000

平野区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）1月分支払資金の支出について
300,000

平野区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・退職）1月分支払資金の支出について
10,000

平野区役所 窓口サービス課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用カラーリボン・中間フィルムの購入及び同所要経費の支出について
218,246

平野区役所 窓口サービス課 平成27年01月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 区独自の納付督励強化にかかる消耗品の購入及び同経費の支出について
173,448

平野区役所 窓口サービス課 平成27年01月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（11月分）
30,223

平野区役所 窓口サービス課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用ボイスコール用ロール紙外１件の購入及び同所要経費の支出について
38,448

平野区役所 窓口サービス課 平成27年01月15日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当平成２６年１１月分市内出張交通費の支出について
2,000

平野区役所 窓口サービス課 平成27年01月15日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当平成２６年１１月分市内出張交通費の支出について
504

平野区役所 窓口サービス課 平成27年01月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（1月16日支払分）
238,413

平野区役所 窓口サービス課 平成27年01月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（1月28日支払分）
500,011

平野区役所 窓口サービス課 平成27年01月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・退職）の支出について（1月28日支払分）
818

平野区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用臨時運行許可申請書・許可証の作製及び同所要経費の支出について
25,596

平野区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用ステープル針外２７点の購入及び同所要経費の支出について
27,475

平野区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務用運搬費（料金受取人払後納）の支出について（１２月分）
123,236

平野区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務用運搬費（料金受取人払後納）の支出について（１２月分　就学用受取人払含む）
31,411

平野区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用ステープル針外２７点の購入及び同所要経費の支出について
36,659

平野区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務用運搬費（料金受取人払後納）の支出について（１２月分　就学用受取人払含む）
152,342

平野区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成２６年１２月受付分）
1,000,000

平野区役所 窓口サービス課 平成27年01月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２６年１２月受付分）
633,593

平野区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成26年12月分後納郵便料の支出について
8,557

平野区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成26年12月分後納郵便料の支出について
473,782

平野区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成26年12月分後納郵便料の支出について
1,265,636

平野区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支給決定及び支出について（一般分）
1,198,988

平野区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支給決定及び支出について（退職分）
2,345

平野区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成26年12月分後納郵便料の支出について
204,473

平野区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成26年12月分後納郵便料の支出について
73,738

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用ハンドメガホン外３点にかかる購入経費の支出について
94,176

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用トランシーバー購入経費の支出について
382,320

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成26年度成人の日記念のつどい保険の加入にかかる所要経費の支出について
4,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 公園の美化活動を通じた高齢者の社会参加の促進事業業務委託について（第４回支払い分）
126,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災リーダーにかかるボランティア保険への加入及び同経費の支出について
2,400

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（１２月分）
19,440
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平野区役所 まちづくり協働課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（１２月分）
780

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（１２月分）
24,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（１２月分）
4,155

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（１２月分）
140

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（１２月分）
2

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯プロジェクト事業用ボックスティッシュ購入経費支出について
170,100

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用電光掲示板にかかる購入経費の支出について
90,720

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用ジャンパーにかかる購入経費の支出について
269,568

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（12月分）
7,236

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（12月分）
164

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（12月分）
112,220

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平野区所管の地域集会所の費用負担に関する法律相談料の支出について
16,200

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成２６年度子どもの安全見守りカメラ設置事業にかかる共架手数料の支払いについて
594

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度区役所附設会館管理運営業務にかかる所要経費の支出について（第３回支払分）
10,313,250

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度コミュニティ育成事業にかかる所要経費の支出について（第４回支払分）
1,176,328

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年１２月分　ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について
149,340

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成２７年１月分市立保育所消耗品費（特別保育分）の支出について
30,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成２７年１月分市立保育所消耗品費の支出について
180,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（１１月分）
10,140

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（１１月分）
1,553

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（５月９月追加分）の支出について
240

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（５月９月追加分）の支出について
560

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
269,645

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
48,800

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
234,758

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
266,294

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（５月９月追加分）の支出について
480

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 親子広場パート2にかかる講師謝礼金の支出について（１２月分）
8,600

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働によるいきいき百歳体操推進事業用重錘バンドの購入にかかる所要経費の支出について
295,812

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
2,715,608

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
113,030

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
5,696

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
136,930

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
1,590,586

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 精神保健事業及び結核対策事業にかかる市内等出張交通費の支出について（１１月分）
1,100

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業及び結核対策事業にかかる市内等出張交通費の支出について（１１月分）
1,860

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口１月分）の支出について
450,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 虐待防止活動評価検討会における外部専門家への報償金の支払いについて（１２月分）
21,300

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者における後見等開始の審判請求にかかる費用の支出について
5,400

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
1,204,657

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て支援保育ボランティア養成講座にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
4,400

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１１月分）の支出について
1,400

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１１月分）の支出について
480

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（１月分）
969,392

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１１月分）の支出について
400

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担相当額等一部助成事業用医療費の支出について（１月分）
424,772

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１１月分）の支出について
480
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平野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１１月分）の支出について
870

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
8,260

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（１月分）
210,214

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１１月分）の支出について
560

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（１月分）
9,042

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１１月分）の支出について
900

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
7,760

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
6,800

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
12,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
1,404

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第１８号）
270,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
1,723

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
4,347

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
3,280

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
147

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者における後見等開始の審判請求にかかる費用の支出について（№26-11）
2,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
152,600

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
276,284

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
627,424

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
8,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
782,375

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学・短大・専修学校）の支出について（第４四半期分）
2,200,950

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学）の支出について（第４四半期分）
162,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の技能習得資金の支出について（第４四半期分）
108,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉資金の修学資金（大学）の支出について（第４四半期分）
192,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
1,852,160

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第１９号）
270,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月22日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学）の支出について（第４四半期分）
145,392

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域福祉活動コーディネーター事業にかかる法律相談業務における弁護士報酬の支払いについて
16,200

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
358

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内出張交通費（総合福祉システム研修）の支出について
1,580

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
2,746

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
748

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
492

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
820

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
15,871

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
1,148

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
1,640

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
328

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
2,788

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
7,734

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
574

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１２月分）
38,922

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成２７年１月分市立保育所給食賄材料費の支出について
4,229,270

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度平野区認定審査会委員連絡協議会にかかる報酬及び費用弁償の支出について
491,790

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 平成２６年度平野区認定審査会委員連絡協議会にかかる報酬及び費用弁償の支出について
7,460
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平野区役所 保健福祉課 平成27年01月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学）の支出について（第４四半期分）
162,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１２月分後納郵便料の支出について
14,924

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１２月分後納郵便料の支出について
26,978

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「高齢者・障がい者への相談体制の充実」事業業務委託にかかる委託料の支出について（第３四半期分）
1,600,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１２月分後納郵便料の支出について
29,962

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１２月分後納郵便料の支出について
3,082

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１２月分後納郵便料の支出について
3,953

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１２月分後納郵便料の支出について
21,500

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
154,684

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
31,550

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
97,338

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
222,624

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１２月分後納郵便料の支出について
21,968

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１２月分後納郵便料の支出について
984

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１２月分後納郵便料の支出について
6,633

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第１６号）
290,320

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１２月分後納郵便料の支出について
5,025

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１２月分後納郵便料の支出について
50,200

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１２月分後納郵便料の支出について
57,293

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１２月分後納郵便料の支出について
14,804

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１２月分後納郵便料の支出について
12,800

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１２月分後納郵便料の支出について
13,400

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年度１２月分乳幼児健康診査等報償金の支出について
915,750

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年度１２月分乳幼児健康診査等報償金の支出について
11,160

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用１２月分後納郵便料（料金受取人払い）の支出について
37,834

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１２月分後納郵便料の支出について
91,141

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１２月分後納郵便料の支出について
32,394

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区地域福祉活動コーディネーター事業業務委託にかかる経費の支出について（第４四半期）
9,308,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成26年度民生委員・児童委員費用弁償（第３四半期）の支出について
7,275

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
1,106,984

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業にかかる市内等出張交通費の支出について（１２月分）
1,080

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成26年度民生委員・児童委員費用弁償（第３四半期）の支出について
7,275

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学）の支出について（第４四半期分）
162,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学）の支出について（第４四半期分）
162,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支出について(12月分）
426,770

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（１２月分）
1,040

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
18,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
8,000

平野区役所 政策推進課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度市民協働による子育て子育ち応援事業にかかる講師謝礼の支出について
5,000

平野区役所 政策推進課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度子育て子育ち応援事業にかかる講師謝礼の支出について
25,000

平野区役所 政策推進課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度市民協働による子育て子育ち応援事業にかかる講師謝礼の支出について
5,000

平野区役所 政策推進課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平野区広報紙「広報ひらの」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について(１２月号)
555,768

平野区役所 政策推進課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平野区広報紙「広報ひらの」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について(１２月号)
780,321

平野区役所 政策推進課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区広報紙「広報ひらの」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について(１２月号)
165,240

平野区役所 政策推進課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への平野区広報紙「広報ひらの」配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について(１２月号)
170,536

平野区役所 政策推進課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度広聴・広報事業にかかる書籍の購入経費の支出について
13,608

平野区役所 政策推進課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区民協働企画講座講師謝礼の支出について
10,000
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平野区役所 政策推進課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会にかかる講師謝礼の支出について
7,800

平野区役所 政策推進課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度成人の日記念のつどいにおける人権啓発用物品の購入及び同所要経費の支出について
254,988

平野区役所 政策推進課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（１２月分）
502

平野区役所 政策推進課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（１２月分）
1,682

平野区役所 政策推進課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（１２月分）
799

平野区役所 政策推進課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（１２月分）
636

平野区役所 政策推進課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（１２月分）
5,300

平野区役所 政策推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平野区学力サポート事業指導員報償金（平成26年12月分）の支出について
106,460

平野区役所 政策推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度「小学校区教育協議会－はぐくみネット－」講座にかかる講師謝礼の支出について
21,500

平野区役所 政策推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度市民協働による子育て子育ち応援事業にかかる講師謝礼の支出について
15,000

平野区役所 政策推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度市民協働による子育て子育ち応援事業にかかるカラーペーパー外１点の購入経費の支出について
9,860

平野区役所 政策推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度生涯学習推進事業にかかるＣＤ－Ｒ外４点の購入経費の支出について
18,019

平野区役所 政策推進課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 カラーレーザープリンタの定着ユニット等の交換業務にかかる経費の支出について
118,627

平野区役所 生活支援課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
44,450

平野区役所 生活支援課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払について
123,120

平野区役所 生活支援課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１１月分）の支払について
128,450

平野区役所 生活支援課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
228,980

平野区役所 生活支援課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
381,544

平野区役所 生活支援課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
213,220

平野区役所 生活支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
41,200

平野区役所 生活支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
26,600

平野区役所 生活支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払について
4,200

平野区役所 生活支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
257,200

平野区役所 生活支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
76,542

平野区役所 生活支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
259,200

平野区役所 生活支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
172,662

平野区役所 生活支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
32,145

平野区役所 生活支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１１月分）の支払について
144,900

平野区役所 生活支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１２月分）の支払について
91,200

平野区役所 生活支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
5,200

平野区役所 生活支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
6,500

平野区役所 生活支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
37,523

平野区役所 生活支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
20,210

平野区役所 生活支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
20,001

平野区役所 生活支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　非指定医療機関診療報酬の支出について
730

平野区役所 生活支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
200,010

平野区役所 生活支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
83,640

平野区役所 生活支援課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
227,110

平野区役所 生活支援課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務における就労自立給付金の支出について
11,139

平野区役所 生活支援課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
96,319

平野区役所 生活支援課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
363,160

平野区役所 生活支援課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１２月分）の支払について
44,100

平野区役所 生活支援課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１２月分）の支払について
35,100

平野区役所 生活支援課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務における移送費の支払について
24,840

平野区役所 生活支援課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
33,500

平野区役所 生活支援課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
215,380

平野区役所 生活支援課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
230,040

平野区役所 生活支援課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
25,100
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平野区役所 生活支援課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
28,997

平野区役所 生活支援課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払について
1,780

平野区役所 生活支援課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
70,028

平野区役所 生活支援課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
20,600

平野区役所 生活支援課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
213,220

平野区役所 生活支援課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
53,985

平野区役所 生活支援課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
159,530

平野区役所 生活支援課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
16,400

平野区役所 生活支援課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
2,160

平野区役所 生活支援課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
23,000

平野区役所 生活支援課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
21,728

平野区役所 生活支援課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
2,851

平野区役所 生活支援課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
6,610

平野区役所 生活支援課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
3,840

平野区役所 生活支援課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
97,416

平野区役所 生活支援課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
1,250

平野区役所 生活支援課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
137,577

平野区役所 生活支援課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
8,820

平野区役所 生活支援課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
120,620

平野区役所 生活支援課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
213,220

平野区役所 生活支援課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
249,940

平野区役所 生活支援課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（１０月分・１１月分・１２月分）の支払について
364,083

平野区役所 生活支援課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
226,850

平野区役所 生活支援課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務における就労自立給付金の支出について
77,834

平野区役所 生活支援課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
225,640

平野区役所 生活支援課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１２月分）の支払について
344,946

平野区役所 生活支援課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
2,820

平野区役所 生活支援課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払について
324,000

平野区役所 生活支援課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１２月分）の支払について
313,463

平野区役所 生活支援課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１２月分）の支払について
222,813

平野区役所 生活支援課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１２月分）の支払について
320,809

平野区役所 生活支援課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（１１月分）の支払について
261,593

平野区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
320,640

平野区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
202,800

平野区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
41,200

平野区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
108,730

平野区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
20,600

平野区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用平成２７年２月分生活保護費の支出について
62,000,000

平野区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務用平成２７年２月分生活保護費の支出について
25,000,000

平野区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務用平成２７年２月分生活保護費の支出について
1,100,000

平野区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１２月分）の支払について
325,244

平野区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代及び校外活動費（１２月分）の支払について
385,573

平野区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務用平成２７年２月分生活保護費の支出について
50,000

平野区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
44,928

平野区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる短期入所サービス費用の支出について
25,420

平野区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
5,714

平野区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
10,000

平野区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用平成２７年２月分生活保護費の支出について
750,000
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平野区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
370,662

平野区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
220,711

平野区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
33,860

平野区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
161,860

平野区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護業務用平成２７年２月分生活保護費の支出について
100,000

平野区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護業務用平成２７年２月分生活保護費の支出について
1,500,000

平野区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
213,220

平野区役所 生活支援課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務用平成２７年２月分生活保護費の支出について
300,000

平野区役所 生活支援課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（８～１２月分）の支払について
240,018

平野区役所 生活支援課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（中絶に係る費用）の支出について
97,200

平野区役所 生活支援課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
244,390

平野区役所 生活支援課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払について
18,550

平野区役所 生活支援課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
132,840

平野区役所 生活支援課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
24,173

平野区役所 生活支援課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（１２月分）の支払について
377,706

平野区役所 生活支援課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
365,842

平野区役所 生活支援課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
113,444

平野区役所 生活支援課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
205,200

平野区役所 生活支援課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払について
9,280

平野区役所 生活支援課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
171,205

平野区役所 生活支援課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
394,200

平野区役所 生活支援課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
31,160

平野区役所 生活支援課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（１２月分）の支払について
230,575

平野区役所 生活支援課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
311,555

平野区役所 生活支援課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
363,636

平野区役所 生活支援課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
593,660

平野区役所 生活支援課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
227,110

平野区役所 生活支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかる事務用品（電卓外３５点）の購入にかかる所要経費の支出について
146,934

平野区役所 生活支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
1,555,926

平野区役所 生活支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
41,200

平野区役所 生活支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
20,255

平野区役所 生活支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１２月分）の支払について
173,882

平野区役所 生活支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（１２月分）の支払について
170,011

平野区役所 生活支援課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
226,000

平野区役所 生活支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
241,057

西成区役所 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用電気代の支出（口座自動引落払い）について（１１月分）
2,142,828

西成区役所 総務課 平成27年01月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる期日前投票管理者及び立会人への報酬の支出について
331,400

西成区役所 総務課 平成27年01月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる投票管理者及び立会人への報酬の支出について
544,600

西成区役所 総務課 平成27年01月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる開票立会人への報酬の支出について
61,600

西成区役所 総務課 平成27年01月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる手話通訳者及び点字解読者への報償金の支出について
32,400

西成区役所 総務課 平成27年01月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる投票所民間従事者への報償金の支出について
586,348

西成区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 特別顧問の報酬及び費用弁償の支出について（平成26年11月分）
209,035

西成区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 特別顧問の報酬及び費用弁償の支出について（平成26年11月分）
137,510

西成区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 報償費　報償金 西成特区構想における専門部会等出席にかかる報償金の支出について（11月分）
278,400

西成区役所 総務課 平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査に係る山王投票所施設借上業務にかかる経費の支出について
25,000

西成区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎維持管理用　西成区役所衛生害虫駆除業務委託の経費の支出について（１回目）
48,330

西成区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における電気配線工事及び関連機器の設置・撤去業務にかかる経費の支出について
178,200

西成区役所 総務課 平成27年01月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査に係る投票所特別警備業務にかかる経費の支出について
264,600
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西成区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　ガス代（空調系）の支出について（１２月分）
301,009

西成区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議院議員選挙・国民審査事務用養生シート外３点にかかる購入経費の支出について
362,016

西成区役所 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 衆議院議員総選挙　民間事務従事者用（昼食用及び夕食用）弁当の購入経費の支出について
217,800

西成区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 イメージアップ推進事業用スノーパウダースプレー外４点の購入経費の支出について
42,120

西成区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区庁舎設備維持管理用　炭酸ガスボンベの購入について
3,240

西成区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 任用事務用職員採用試験にかかる出張交通費の支出について(10月12日)
720

西成区役所 総務課 平成27年01月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査に係る投票用資材の搬入・搬出業務にかかる経費の支出について
464,400

西成区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる投票立会人及び期日前投票立会人への報酬の支出について
40,274

西成区役所 総務課 平成27年01月21日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる投票所民間従事者への報償金の支出について
11,899

西成区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区合同庁舎防災センター監視業務委託経費の支出について（平成26年12月分）
136,780

西成区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　西成区合同庁舎機械警備設備保守点検業務経費の支出について（平成26年12月分）
27,820

西成区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　障がい者の就業訓練を目的とした西成区役所清掃委託業務（日常清掃）経費の支出について（平成26年12月分）
471,852

西成区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　西成区合同庁舎機械警備業務経費の支出について（平成26年12月分）
32,918

西成区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成26年12月分）
44,505

西成区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成26年12月分）
6,414

西成区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成26年12月分）
328,145

西成区役所 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成26年12月分）
3,039

西成区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 西成区の広報紙（平成２６年５月号～平成２７年４月号）概算印刷にかかる経費の支出について（12月分）
226,800

西成区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 西成区広報紙「にしなり我が町」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（12月分）
187,557

西成区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎維持管理用　西成区合同簡易専用水道水質検査業務委託経費の支出について
6,584

西成区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎維持管理用　西成区役所庁舎１階ＥＰＳ室　分電盤内防潮板用電源切替業務の実施及び同経費の支出について
31,320

西成区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区広報紙「にしなり我が町」企画編集業務委託にかかる経費の支出について（12月分）
64,800

西成区役所 総務課 平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査に係る寝具借上業務の支出について
32,400

西成区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査事務用並びに総務課事務用 乾式電子複写機賃借料の支出について（平成２６年１２月分）
24,261

西成区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所窓口案内従事者派遣業務（長期継続）経費の支出について（平成26年12月分）
278,008

西成区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 西成区役所　宿日直用寝具賃貸借経費の支出について（平成26年10月・11月・12月分）
38,880

西成区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議院議員選挙事務用小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
3,942

西成区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査事務用並びに総務課事務用 乾式電子複写機賃借料の支出について（平成２６年１２月分）
42,280

西成区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議院議員総選挙用掲示用タブ他２０点購入経費の支出について
94,803

西成区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 衆議院議員総選挙用掲示用タブ他２０点購入経費の支出について
6,318

西成区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 衆議院議員選挙事務用小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
967

西成区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員選挙事務用小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
3,720

西成区役所 総務課 平成27年01月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員選挙事務用小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
10,560

西成区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への西成区広報紙「にしなり我が町」配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（1月分）
78,087

西成区役所 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障害者用庁内情報利用パソコン（西成区役所）一式長期借入経費の支出について(平成26年12月分)
60,372

西成区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 特別顧問の報酬及び費用弁償の支出について（平成26年12月分）
62,274

西成区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 特別顧問の報酬及び費用弁償の支出について（平成26年12月分）
37,660

西成区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅の家賃の支出について（平成27年2月分）
88,000

西成区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業および区政会議運営事業並びにイメージアップ推進事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
4,900

西成区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業および区政会議運営事業並びにイメージアップ推進事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
1,508

西成区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業および区政会議運営事業並びにイメージアップ推進事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
7,709

西成区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区役所等産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（単価契約）経費の支出について（１０月～１２月分）
2,172

西成区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　平成２６年度西成区合同庁舎自動ドア保守点検業務委託にかかる経費の支出について(平成２６年１０月・１１月・１２月分)
97,557

西成区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区役所等産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（単価契約）経費の支出について（１０月～１２月分）
31,028

西成区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 イメージアップ推進事業用西成区マスコットキャラクター着ぐるみ修繕及び洗浄等業務委託にかかる経費の支出について
98,280

西成区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 報償費　報償金 西成特区構想における専門部会等出席にかかる報償金の支出について（１２月分）
87,560

西成区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議院議員総選挙用ドラムカートリッジ外４点購入経費の支出について
56,406

西成区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員選挙にかかる開票所臨時電話設置経費の支出について
12,285
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西成区役所 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員総選挙事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
3,573,743

西成区役所 市民協働課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度西成区市民協働型自転車利用適正化事業Ｄｏ！プラン業務委託にかかる委託料の支出について（１１月分）
496,213

西成区役所 市民協働課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（１１月分）
13,632

西成区役所 市民協働課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課一般事務用養生テープ外８点の購入経費の支出について
90,939

西成区役所 市民協働課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
4,090

西成区役所 市民協働課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
950

西成区役所 市民協働課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
2,600

西成区役所 市民協働課 平成27年01月07日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
7,000

西成区役所 市民協働課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 未利用地を活用した緑化推進事業に係る天下茶屋東未利用地上下水道使用料（１２月分）の支出について
594

西成区役所 市民協働課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 未利用地を活用した緑化推進事業に係る天下茶屋東未利用地上下水道使用料（１２月分）の支出について
1,026

西成区役所 市民協働課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 社会教育関連学習会等助成事業「大阪市立玉出幼稚園PTA　親子サッカー遊び」講師謝礼の支出について
15,600

西成区役所 市民協働課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業用締付金具付ステンレスバンド外２点の買入費の支出について
74,822

西成区役所 市民協働課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 人権啓発事業　にしなりの写真募集周知用ポスター作成経費の支出について
31,320

西成区役所 市民協働課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市立西成区民センター管理運営経費（第４四半期）の支出について
5,900,180

西成区役所 市民協働課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権事業用　にしなり我が町12･1月号における人権コラムの執筆謝礼の支出について
34,200

西成区役所 市民協働課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域協働学習プログラム開発事業「折り紙教室」における講師謝礼の支出について
5,000

西成区役所 市民協働課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
549

西成区役所 市民協働課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
2,500

西成区役所 市民協働課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
1,400

西成区役所 市民協働課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
1,200

西成区役所 市民協働課 平成27年01月19日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
3,000

西成区役所 市民協働課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 社会教育関連学習会等助成事業「大阪市立玉出幼稚園PTA　『心ときめく音楽』～楽器の魅力」講師謝礼の支出について
3,800

西成区役所 市民協働課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 社会教育関連学習会等助成事業「山王こどもセンター 社会を知ろう『こどもと釜ヶ崎』⑥」講師謝礼の支出について
5,200

西成区役所 市民協働課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 災害時要援護者の避難支援体制構築事業用　移動式小型蓄電池の買入にかかる経費の支出について
261,360

西成区役所 市民協働課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害時要援護者の避難支援体制構築事業　カセットボンベ式発電機等買入経費の支出について
4,536

西成区役所 市民協働課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 災害時要援護者の避難支援体制構築事業　カセットボンベ式発電機等買入経費の支出について
5,853

西成区役所 市民協働課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 災害時要援護者の避難支援体制構築事業　カセットボンベ式発電機等買入経費の支出について
183,384

西成区役所 市民協働課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権事業用　アクリルタワシ購入経費の支出について
159,200

西成区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策事業用ハンドタオルの購入費の支出について
144,720

西成区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権事業用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
3,446

西成区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（タウン誌）等用後納郵便料の支出について（１２月分）
82,106

西成区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（タウン誌）等用後納郵便料の支出について（１２月分）
2,091

西成区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
4,666

西成区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
140

西成区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
447

西成区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
6,897

西成区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（タウン誌）等用後納郵便料の支出について（１２月分）
59,692

西成区役所 市民協働課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習事業用 後納郵便料金の支出について（12月分）
6,122

西成区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の窓口支払用還付資金２７年１月分の資金前渡について（歳出一般／歳出マル退分）
100,000

西成区役所 窓口サービス課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の窓口支払用還付資金２７年１月分の資金前渡について（歳出一般／歳出マル退分）
30,000

西成区役所 窓口サービス課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（１１月分）
12,337

西成区役所 窓口サービス課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 固定電話（市民局証明書発行システム）料金（１２月請求分）の支出について
3,815

西成区役所 窓口サービス課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西成区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（11月分）
2,652,774

西成区役所 窓口サービス課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（11月分）
293,086

西成区役所 窓口サービス課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出一般還付金の支出について（平成２７年１月１９日支払予定分）
390,839

西成区役所 窓口サービス課 平成27年01月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用　出産育児一時金　平成２７年１月支給決定分の支出について
648,070

西成区役所 窓口サービス課 平成27年01月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用　葬祭費　平成２７年１月支給決定分の支出について
350,000

西成区役所 窓口サービス課 平成27年01月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般・退職　平成２７年１月支給決定分の支出について
403,469
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西成区役所 窓口サービス課 平成27年01月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般・退職　平成２７年１月支給決定分の支出について
12,140

西成区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便１２月分の支出について
137,411

西成区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便１２月分の支出について
73,630

西成区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用　乾式電子複写機賃貸借料の支出について（１２月分）
5,789

西成区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（管理）後納郵便料金の支出について（１２月分）
249,530

西成区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（１２月分）
189,312

西成区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用　乾式電子複写機賃貸借料の支出について（１２月分）
5,180

西成区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（管理）後納郵便料金の支出について（１２月分）
1,000,000

西成区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（１２月分）
40,000

西成区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出一般還付金の支出について（１月３０日支払予定分）
108,868

西成区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（１２月分）
100,000

西成区役所 窓口サービス課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（１２月分）
80,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区保健福祉センター分館における電気使用料の支払いについて（１１月分）
165,668

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・断酒会参加費の支出について（生活扶助費）
168,484

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
311,290

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
221,553

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
191,022

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
208,355

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
142,388

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
66,768

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
14,164

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
1,836

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育児童の育成にかかる市立保育所１月分消耗品費（特別保育分）の支払について
20,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育児童の育成にかかる市立保育所１月分消耗品費（通常保育分）の支払について
210,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい児施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
36,093

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
156,309

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
22,680

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
396,353

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
14,900

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
312,633

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「西成区単身高齢生活保護受給者の社会的つながりづくり事業」に係る業務委託経費の支出について（平成26年11月分）
2,831,760

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 地方自治法施行令第159条歳出戻入金の過誤納付にかかる還付について
8,300

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
178,201

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
197,198

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代の支出について（教育扶助費）
8,340

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
152,118

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成特区結核健康診断業務（単価契約）にかかる診査料の支出について（11月分）
4,713

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
140,694

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
100,529

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
30,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
95,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
193,879

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　１２月分
494

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について　１２月分
7,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について　１２月分
5,184

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館における電話使用料（西日本電信電話株式会社　会計室集約払い解除分）の支払いについて（１１月分）
18,645

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について　１２月分
2,450

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
62,880
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西成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
53,133

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
4,320

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
38,550

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
5,162

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
486,528

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
36,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
177,037

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
1,625

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
201,754

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
187,804

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
5,680

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
309,773

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　１２月分
1,716

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口払分）の支出について（平成２６年９月～平成２７年１月分）
860,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護給付事業に係る住宅改修理由書作成費の支出について
14,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
92,224

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
117,417

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
10,354

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 区における就労支援強化事業用履歴書他２点の購入経費の支出について
183,880

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用ふせんほか１０点の購入経費の支出について
118,022

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
569,378

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
2,926,908

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
4,281,680

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
2,224,580

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
3,066,018

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 老人福祉事業用成年後見人の報酬助成にかかる費用の支出について
252,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用ダブルクリップ外２７点の購入経費の支出について
5,676

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用ダブルクリップ外２７点の購入経費の支出について
21,956

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
2,200

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
12,320

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
17,300

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
17,716

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
19,950

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
219,699

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
198,607

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
205,147

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
181,486

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
56,700

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
24,320

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
49,250

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
1,555

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
6,858

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
3,726

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
354,580

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
349,715

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
4,320

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
356,853

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
360,977
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西成区役所 保健福祉課 平成27年01月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用ダブルクリップ外２７点の購入経費の支出について
927

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
136,697

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
248,585

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
398,554

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
325,194

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
68,329

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
388,030

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
6,151

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護法施行用市内出張交通費等の支出について（４月～８月分）
24,840

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用ゴム印購入経費の支出について
77,842

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
208,576

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
184,497

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
22,225

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
161,815

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
106,480

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域アクションプラン推進・支援事業用市内出張交通費の支出について（１２月１０日分）
660

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般事務経費（保健）用業務用屋内給湯器取替業務委託経費の支出について
152,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,432

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者福祉及び障がい児福祉用高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について（平成２６年４・５・６・７・８・９月）
9,198

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者福祉及び障がい児福祉用高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について（平成２６年４・５・６・７・８・９月）
4,602

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
13,886

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
45,420

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
24,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
28,700

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
252,884

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・介護サービス費の支出について（介護扶助費）
59,641

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
39,222

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
100,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
100,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区保健福祉センター分館ガス使用料の支払いについて（１２月分）
1,129

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年12月決定分）
90,870

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
159,113

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
309,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
207,650

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
261,236

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
9,961

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
12,812

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
8,570

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
1,426

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる従事者報償金の支出について（１２月分）
62,380

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室講師報償金の支出について（１２月分）
10,380

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年12月決定分）
23,650

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室にかかる助産師報償金の支払について（平成２６年１２月分）
11,160

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会用・障害程度区分審査会用お茶の購入について（５２５人分）
2,187

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
97,042
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西成区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
164,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
8,910

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
601,158

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
236,223

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（生活扶助費）
335,600

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
153,580

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・妊婦検診料の支出について（生活扶助費）
138,612

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
7,429

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
88,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・検査料の支出について（医療扶助費）
90,240

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・移送費・１８０日超入院診療費・食事療養費の支出について（医療扶助費）
179,730

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法に基づく助産施設法外援護費・衛生材料費・文書料の支出について（出産扶助費）
29,590

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会用・障害程度区分審査会用お茶の購入について（５２５人分）
23,328

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について　１２月分（２）
4,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館における電話使用料（ソフトバンクテレコム　会計室集約払い解除分）の支払いについて（１１月分）
35,065

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館における電話使用料（西日本電信電話株式会社　７月より新規設定分）の支払いについて（１１月分）
35,548

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について　１２月分（２）
700

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区保健福祉センター分館清掃業務委託経費の支出について（平成26年12月分）
68,163

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 遺留金の相続財産管理人選任申立にかかる通信運搬費（郵便切手）、及び手数料（収入印紙）の支出について
6,880

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 遺留金の相続財産管理人選任申立にかかる通信運搬費（郵便切手）、及び手数料（収入印紙）の支出について
3,200

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
55,335

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代の支出について（教育扶助費）
368,174

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
368,807

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 定期予防接種（BCG）医師報償金の支出について（平成２６年１２月分）
49,780

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　１２月分（２）
11,389

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について　１２月分（２）
2,050

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる医師等報償金の支払について（平成２６年１２月分）
267,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 老人福祉事業用成年後見人の報酬助成にかかる費用の支出について
238,680

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年健全育成推進事業用充電器セットの購入にかかる経費の支出について
37,497

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
68,486

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
20,350

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
70,100

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護法施行用総合福祉システム端末操作研修会参加に係る市内出張交通費の支出について（１０月～１１月分）
17,270

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
358,110

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
351,106

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
27,772

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
340,381

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
398,616

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
3,740,558

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
2,904,184

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月22日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 あいりん地域環境整備事業（巡回・啓発等）業務委託経費の支出について（第4四半期概算払い）
41,322,081

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度発達障がいサポート事業用「発達障がいサポーター」報償金（平成２６年１２月分）の支出について
141,300

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 分館運営用小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
7,382

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成特区結核健康診断業務（単価契約）にかかる診査料の支出について（１１月分・大阪府医師会）
645,681

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
45,797

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
227,604

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
127,727
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西成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
504,563

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
198,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
22,300

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
183,490

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
495,431

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（受領委任方式）
62,948

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（２月分）
180,000,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
278,760

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（２月分）
90,000,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（２月分）
550,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代の支出について（教育扶助費）
196,380

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく１８０日超入院診療費・移送費の支出について（医療扶助費）
283,340

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・検査料の支出について（医療扶助費）
109,330

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく１８０日超入院診療費の支出について（医療扶助費）
282,270

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（２月分）
400,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（２月分）
1,000,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　１月分
3,650

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について　１月分
4,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区保健福祉センター分館運営用水道使用料の支出について（１２月分）
4,040

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区保健福祉センター分館運営用水道使用料の支出について（１２月分）
6,497

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 あいりん地域内結核健康診断業務用携帯電話使用料の支出について（１２月分）
2,891

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館における電話使用料（ソフトバンクテレコム　会計室集約払い解除分）の支払いについて（１２月分）
1,228

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について　１月分
1,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所における逓送業務委託（長期継続）経費の支出について（平成26年12月分）
356,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
363,891

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
310,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
281,327

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
156,058

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
399,025

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代の支出について（教育扶助費）
127,130

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代の支出について（教育扶助費）
231,002

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代の支出について（教育扶助費）
352,425

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
3,348

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく介護サービス費の支出について（介護扶助費）
673,629

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
93,060

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
38,880

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　１月分
5,311

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育児童の育成にかかる市立保育所１月分賄材料費の支払について
4,460,030

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付にかかる修学資金の支出について（第４四半期分）
192,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付にかかる修学資金の支出について（第４四半期分）
223,020

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付にかかる修学資金の支出について（第４四半期分）
246,948

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付にかかる修学資金の支出について（第４四半期分）
162,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付にかかる修学資金の支出について（第４四半期分）
107,499

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付にかかる修学資金の支出について（第４四半期分）
162,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付にかかる修学資金の支出について（第４四半期分）
180,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業実施関連用乾式電子複写機賃貸料の支出について（１２月分）
16,997

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 エックス線デジタル画像診断装置（西成区役所）一式長期借入の実施経費の支出について（平成26年12月分）
102,060
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西成区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成27年1月決定食事分）
543,870

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費一部助成制度にかかる扶助費の支出について（平成27年1月決定分）
702,390

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
316,229

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
206,181

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
360,860

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成27年1月決定分）
283,921

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成特区結核健康診断業務（単価契約）にかかる診査料の支出について（12月分）
4,713

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金の繰入について（１２月分）
2,962

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく移送費・家財処分料の支出について（生活扶助費）
147,360

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
2,080

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 あいりん地域を中心とした結核対策事業にかかる分館療養相談等業務従事医師報償金の支出について（平成26年12月分）
99,560

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　８・９月分
1,700

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　８・９月分
13,890

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　８・９月分
25,950

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「西成区単身高齢生活保護受給者の社会的つながりづくり事業」に係る業務委託経費の支出について（平成26年12月分）
2,831,760

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
216,837

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
157,345

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
173,700

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
305,385

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
241,536

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
104,597

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
49,810

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
11,535

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく住宅改修費の支出について（介護扶助費）
3,100

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
15,885

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　８・９月分
3,680

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　８・９月分
14,090

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
2,946

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ＤＶ被害児童避難時搬送業務用チャイルドシート購入にかかる経費の支出について
25,380

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（１２月分）
12,203

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館運営用庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供料の支出について（１２月分）
5,130

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１２月分）
13,256

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１２月分）
8,648

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１２月分）
328

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区高齢者地域見守り事業業務委託費支出について（第４四半期分）
1,577,750

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について（１２月分）
43,951

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（１２月分）
1,474

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１２月分）
9,116

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成２６年度西成区障がい者自立生活支援調整委員会研修会用講師謝礼金の支出について
6,200

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
2,527

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１２月分）
1,240

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１２月分）
140

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１２月分）
560

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１２月分）
30,122

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１２月分）
2,526

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１２月分）
362

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１２月分）
9,214

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１２月分）
82
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西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１２月分）
45,327

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１２月分）
246

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１２月分）
2,402

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１２月分）
2,288

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１２月分）
3,758

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１２月分）
4,276

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（１２月分）
231

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 区における就労支援強化事業用プリペイド式携帯電話の購入経費の支出について
217,728

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用乾式電子複写機賃貸借料の支出について（１２月分）
104,270

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
1,863

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
319,325

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用後納郵便料金の支出について（１２月分）
37,578

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（１２月分）
2,853,017

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（１２月分）
3,360

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
152,270

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
205,032

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
385,714

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
198,083

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
368,700

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
189,206

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
186,918

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１２月分）
2,294

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１２月分）
82

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１２月分）
256

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１２月分）
492

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１２月分）
2,706

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１２月分）
300

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１２月分）
17,477

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１２月分）
246

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１２月分）
9,928

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１２月分）
3,280

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１２月分）
5,881

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１２月分）
1,552

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１２月分）
1,258

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１２月分）
24,920

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１２月分）
164

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業の実施にかかる小規模保育事業所運営業務委託費の支出について（12月分）
1,694,830

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業業務委託費の支出について（12月分）
569,350

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１２月分）
3,853

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１２月分）
24,970

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１２月分）
10,782

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１２月分）
9,896

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 西成区高齢者等ひきこもりを防ぐ外出支援事業業務委託費支出について（１２月分）
251,083

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付にかかる修学資金の支出について（第４四半期分）
27,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１２月分）
11,722

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１２月分）
246

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課(介護保険)事務用後納郵便料の支出について(２６年１２月分)
10,011

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（２６年１２月分）
50,169
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西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（２６年１２月分）
113,283

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１２月分）
560

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１２月分）
5,946

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（２６年１２月分）
1,725

西成区役所 保健福祉課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１２月分）
2,965

市会事務局 総務担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 交際費　議会交際費 議会交際費（平成２７年１月～３月分）の支出について
50,000

市会事務局 総務担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（１１月支払分）の支出について
30,188

市会事務局 総務担当 平成27年01月06日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（１２月支払分）の支出について
49,351

市会事務局 総務担当 平成27年01月08日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 大阪市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託の実施経費の支出について（１１月分）
542,160

市会事務局 総務担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 報償費　報償金 政務活動費専門委員にかかる報償金（平成２７年１月分）の支出について
200,000

市会事務局 総務担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（１２月支払分）の支出について
46,127

市会事務局 総務担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 負担金、補助及交付金　交付金 政務活動費（平成２７年１月分）の支出について
43,605,000

市会事務局 総務担当 平成27年01月14日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 出張旅費（平成２６年度指定都市市（議）会事務協議会分科会（庶務関係）出席）
37,300

市会事務局 総務担当 平成27年01月14日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用電気ポット外1点の購入経費の支出について
14,202

市会事務局 総務担当 平成27年01月14日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
4,710

市会事務局 総務担当 平成27年01月14日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度指定都市市（議）会事務協議会分科会（庶務関係）の出席者負担金の支出について
2,000

市会事務局 総務担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（１２月支払分）の支出について
35,724

市会事務局 総務担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 議員報酬の支出について（平成２７年１月分）（口座振込分）
53,322,690

市会事務局 総務担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 議員報酬の支出について（平成２７年１月分）（所得税等）
13,193,710

市会事務局 総務担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 議員報酬の支出について（平成２７年１月分）（資金前渡受領者口座振込分）
83,600

市会事務局 総務担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 会議・研修出席等用出張交通費（１２月分）の支出について
5,170

市会事務局 総務担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　乾式電子複写機使用料の支出について（１２月分）
38,227

市会事務局 総務担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　乾式電子複写機使用料の支出について（１２月分）（市会図書室）
3,142

市会事務局 総務担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（１２月支払分）の支出について
41,325

市会事務局 総務担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市会正副議長用パソコン等機器一式借入経費の支出について（１２月分）
12,744

市会事務局 総務担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（３台分）一式長期借入経費の支出について（１２月分）
9,220

市会事務局 総務担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（４０台分）一式長期借入経費の支出について（１２月分）
54,573

市会事務局 総務担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 議員報酬システム機器一式長期借入経費の支出について（１２月分）
16,826

市会事務局 総務担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局庁内情報利用パソコン用プリンタ機器一式借入経費の支出について（１２月分）
6,296

市会事務局 総務担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用ファクシミリ装置一式借入契約の実施並びに同経費の支出について（１２月分）
28,274

市会事務局 総務担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用ペーパータオル外９点の購入経費の支出について
116,992

市会事務局 総務担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 議員等在席表示システム端末機器一式　長期借入経費の支出について（１２月分）
53,352

市会事務局 総務担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 議員等在席表示システム用サーバ機及び周辺機器一式長期借入経費の支出について（１２月分）
12,744

市会事務局 総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局用　市会議長名刺の作成経費の支出について
8,424

市会事務局 総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　燃料費 正副議長車用　ガソリン給油費（平成２６年１１月分）の支出について
22,695

市会事務局 総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 正副議長車用　ＥＴＣ利用高速道路通行料（平成２６年１１月分）の支出について
1,740

市会事務局 総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 市会事務局所管自家用普通乗用車一式借入経費の支出について（１２月分）
111,300

市会事務局 総務担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（平成２６年１０月～１２月分）
10,923

市会事務局 総務担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（平成２６年１０月～１２月分）
108,999

市会事務局 総務担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（平成２６年１０月～１２月分）
108,999

市会事務局 総務担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（平成２６年１０月～１２月分）
121,743

市会事務局 総務担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（平成２６年１０月～１２月分）
121,110

市会事務局 総務担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（平成２６年１０月～１２月分）
6,150

市会事務局 総務担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（平成２６年１０月～１２月分）
121,110

市会事務局 総務担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（平成２６年１０月～１２月分）
27,321

市会事務局 総務担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（１２月支払分）の支出について
19,311

市会事務局 総務担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局用　市会議長、副議長名刺の作成経費の支出について
10,692

市会事務局 総務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 出張旅費（第６２回全国市議会事務局職員研修会に参加）
37,920
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市会事務局 総務担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 正副議長車用　市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託超過時間料（１１月分）の支出について
20,813

市会事務局 総務担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　食糧費 市会事務局事務用煎茶の購入経費の支出について
51,840

市会事務局 総務担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 大阪市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託の実施経費の支出について（１２月分）
542,160

市会事務局 総務担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 正副議長車用　市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託超過時間料（１２月分）の支出について
18,921

市会事務局 議事担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 旅費　議員旅費 出張旅費（税財政関係特別委員会党派別（維新の党）に出席）
76,920

市会事務局 議事担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 旅費　議員旅費 出張旅費（税財政関係特別委員会党派別（維新の党）に出席）
38,460

市会事務局 議事担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 出張旅費（税財政関係特別委員会党派別要望（維新の党）の随行）
29,380

市会事務局 議事担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年９月～１０月大阪市会決算特別委員会（平成２５年度公営・準公営企業会計決算）の音声データ反訳による原稿作成業務経費の支出について
316,008

市会事務局 議事担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年９月、９～１２月定例会大阪市会常任委員会記録（９、１０月分）の音声データ反訳による原稿作成業務経費の支出について
883,386

市会事務局 議事担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２６年７・８月臨時会大阪市会常任委員会記録印刷製本経費の支出について
25,074

市会事務局 議事担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２６年７月大阪市会災害対策実行委員会記録印刷製本経費の支出について
7,769

市会事務局 議事担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２６年５月大阪市会定例会会議録印刷製本経費の支出について
179,758

市会事務局 議事担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２６年７・８月大阪市会臨時会会議録印刷製本経費の支出について
27,193

市会事務局 議事担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２６年５～７月大阪市会特別委員会記録印刷製本経費の支出について
26,840

市会事務局 議事担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年１１月大阪市会特別委員会の音声データ反訳による原稿作成業務経費の支出について
71,820

市会事務局 政策調査担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 大阪市会だより（平成２７年１月発行分）に係る印刷経費支出について
1,200,046

市会事務局 政策調査担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 市会広報用 点字版「大阪市会だより」（平成２７年１月号）の制作・送付委託経費の支出について
26,000

市会事務局 政策調査担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会図書室運営用　資料購入経費支出について
17,172

市会事務局 政策調査担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　広告料 大阪市会だより（平成２７年１月発行分）に係る新聞折り込み経費支出について
2,591,017

行政委員会事務局 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　電話料金（１１月分）の支出について
6,231

行政委員会事務局 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　電話料金（１１月分）の支出について
3,117

行政委員会事務局 総務課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　プリンター用トナーカートリッジ外１件購入経費の支出いついて
151,902

行政委員会事務局 総務課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張等交通費の支出について（１１月分）
70,979

行政委員会事務局 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　地方行政（１０月～１２月分）購入経費の支出について
17,172

行政委員会事務局 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　毎日新聞及び日本経済新聞（１０月～１２月分）購入経費の支出について
25,638

行政委員会事務局 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　産経新聞（１０月～１２月分）購入経費の支出について
12,111

行政委員会事務局 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　朝日新聞（１０月～１２月分）購入経費の支出について
12,111

行政委員会事務局 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　読売新聞（１０月～１２月分）購入経費の支出について
12,111

行政委員会事務局 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金（１２月分）の支出について
2,800

行政委員会事務局 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金（１２月分）の支出について
2,047

行政委員会事務局 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（１２月分）の支出について
600

行政委員会事務局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器賃貸借料の支出について（１２月分）
3,132

行政委員会事務局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料の支出について（１２月分）
10,373

行政委員会事務局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器賃貸借料の支出について（１２月分）
2,700

行政委員会事務局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式賃貸借料の支出について（１２月分）
20,247

行政委員会事務局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料の支出について（１２月分）
112,087

行政委員会事務局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器賃貸借料の支出について（１２月分）
12,695

行政委員会事務局 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　コピー代金（１２月分）の支出について
117,037

行政委員会事務局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（１２月分）
32,519

行政委員会事務局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　料金後納郵便料（１２月分）の支出について
275,451

行政委員会事務局 監査課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 監査事務用　地方財務実務提要追録の購入にかかる支出について
4,526

行政委員会事務局 監査課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 監査事務用　平成２７年度版地方公営企業関係法令集外５点の購入にかかる支出について
22,474

行政委員会事務局 監査課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　印刷製本費 監査事務用　平成26年第４回監査報告書の印刷について（その２）
28,080

行政委員会事務局 監査課 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 備品購入費　図書購入費 監査事務用　平成２７年度版地方公営企業関係法令集外５点の購入にかかる支出について
12,960

行政委員会事務局 監査課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 監査事務用　庁内情報利用パソコン長期借入にかかる支出について（平成26年度分）
13,824

行政委員会事務局 監査課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報償費　報償金 監査事務用　平成27年度包括外部監査人候補者の選考にかかる報償費等の支出について
67,662

行政委員会事務局 任用課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 大阪市職員採用説明会（和歌山大学）への出張に係る旅費の支出について
1,600

行政委員会事務局 任用課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 任用事務用　任用事務関係書籍の購入及び同経費の支出について
42,497



平成26年度（平成27年01月）　公金支出情報

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

行政委員会事務局 任用課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報償費　報償金 任用事務用　職員（社会人経験者社会福祉）採用試験に係る報酬の支出について
60,400

行政委員会事務局 任用課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 任用事務用　任用システム機器長期借入契約に係る経費の支出について（12月分）
59,724

行政委員会事務局 調査課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 負担金、補助及交付金　会費 公平審査関係事務用　「労働基準法実務セミナー（応用編）～「臨検監督」への適切な対応のために～」の参加にかかる会費の支出について
5,000

行政委員会事務局 調査課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 給与調査システム用機器一式の長期借入契約にかかる支出について（平成２６年度１２月分）
3,931

行政委員会事務局 調査課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 公平審査関係事務用　大都市人事委員会連絡協議会職員研修会（公平審査関係）への出席について
38,000

行政委員会事務局 選挙課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用電話料金の支出について（１１月分）
55,129

行政委員会事務局 選挙課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用電話料金の支出について（１１月分）
10,584

行政委員会事務局 選挙課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務用図書の買入経費の支出について
32,400

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年01月05日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員選挙関連事務従事者宿泊経費の支出について
11,970

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議院議員総選挙用名簿対照票の作製経費の支出について
130,960

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議院議員総選挙啓発用ウェットティッシュの作製経費の支出について
749,520

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議院議員総選挙用点字シールの作成経費の支出について
129,438

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 衆議院議員総選挙啓発用のぼりの作製及び設置、撤去作業委託経費の支出について
119,016

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 衆議院議員総選挙啓発用立掛看板の作製、設置、補修、撤去業務委託経費の支出について
277,020

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 衆議院議員総選挙啓発用立看板の作製、設置、補修及び撤去業務委託経費の支出について
48,600

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年01月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 衆議院議員総選挙啓発用宣伝自動車の借上経費の支出について
96,552

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年01月15日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　印刷製本費 衆議院小選挙区選出議員選挙用候補者氏名掲示票の作製経費の支出について
236,628

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年01月15日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 衆議院小選挙区選挙にかかるポスター掲示場作製・設置等業務委託（Ｅブロック）経費の支出について
5,499,360

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年01月15日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 衆議院小選挙区選挙にかかるポスター掲示場作製・設置等業務委託（Ｆブロック）経費の支出について
2,220,912

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年01月15日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 衆議院小選挙区選挙にかかるポスター掲示場作製・設置等業務委託（Ｄブロック）経費の支出について
5,643,648

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年01月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議院議員総選挙啓発用フィルムシートの作製経費の支出について
9,720

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年01月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 衆議院小選挙区選挙にかかるポスター掲示場作製・設置等業務委託（Ａブロック）経費の支出について
6,284,088

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年01月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 衆議院小選挙区選挙にかかるポスター掲示場作製・設置等業務委託（Ｂブロック）経費の支出について
4,462,560

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 衆議院議員総選挙事務用市内出張交通費の支出について
41,464

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年01月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査公報配布業務委託の実施及び経費の支出について
49,680,000

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年01月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員総選挙用投票所臨時電話料金の支出について（１２月分）
609,375

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年01月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 市議会議員選挙用事務用品の買入について
30,240

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年01月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 衆議院議員総選挙用投票用紙自動交付機（グローリー製）の点検調整及び部品交換業務委託経費の支出について
518,400

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年01月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 衆議院議員選挙用市立校園開催個人演説会会場設備設営及び撤収業務委託経費の支出について
923,940

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年01月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 衆議院選挙事務用選挙人名簿抄本出力等業務委託料の支出について
1,969,920

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 衆議院小選挙区選挙にかかるポスター掲示場作製・設置等業務委託（Ｃブロック）経費の支出について
4,841,532

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年01月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査に係る投票所用仮設スロープの設置・撤去業務委託経費の支出について
4,321,080

教育委員会事務局 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　外部通報窓口設置にかかるFAX回線使用料の支出について（１１月分）
2,703

教育委員会事務局 総務課 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　送受信兼用ファクシミリ装置借入にかかる使用料の支出について（12月分）
21,816

教育委員会事務局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
1,728

教育委員会事務局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　トナーカートリッジの購入にかかる経費の支出について
65,070

教育委員会事務局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
4,206

教育委員会事務局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
16,200

教育委員会事務局 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式　長期借入にかかる使用料の支出について（12月分）
696,371

教育委員会事務局 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 連絡調整グループ事務用　市内出張交通費（11月分）の支出について
1,260

教育委員会事務局 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　日本経済新聞の購読にかかる経費の支出について（１０月～１２月）
81,162

教育委員会事務局 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　朝日新聞の購読にかかる経費の支出について（１０月～１２月分）
72,666

教育委員会事務局 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　読売新聞の購読にかかる経費の支出について（１０月～１２月）
72,666

教育委員会事務局 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　毎日新聞の購読にかかる経費の支出について（１０月～１２月）
72,666

教育委員会事務局 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　産経新聞の購入にかかる経費の支出について（１０月～１２月）
72,666

教育委員会事務局 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　大阪日日新聞の購読にかかる経費の支出について（１０月～１２月）
12,300

教育委員会事務局 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式長期借入にかかる使用料の支出について（12月分）
714,384

教育委員会事務局 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 法規事務用　地方財務実務提要ほか１点の購入経費の支出について
13,937
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教育委員会事務局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 予算決算事務用　市内出張旅費の支出について（26年9・10・11月分）
6,920

教育委員会事務局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　複写機使用にかかる消耗品費の支出について（１２月分）
349,577

教育委員会事務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる通信運搬費の支出について（１２月分）
140,022

教育委員会事務局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 教育委員会事務局における会議等の音声データ反訳による会議録等作成業務委託（単価契約）所要経費の支出について（１２月分）
50,049

教育委員会事務局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　郵便料金等の経費支出について（12月分）
209,894

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（４ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１１月分）
267,840

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（４ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１１月分）
112,320

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（４ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１１月分）
43,200

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用十三小学校借地料（１２月分）の支出について
797,418

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用四貫島小学校借地料（１２月分）の支出について
4,041,255

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用茨田北小学校の借地料（１０～１２月分）の支出について
3,212,550

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用豊崎小学校外４校の借地料（１０～１２月分）の支出について
27,965,253

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用加美小学校借地料（１０～１２月分）の支出について
15,057,138

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用高松小学校外１校の借地料（１０～１２月分）の支出について
7,928,340

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用美津島中学校借地料（１０～１２月分）の支出について
13,464,279

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用南中学校借地料（１２月分）の支出について
1,155,672

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 使用料及賃借料　使用料 施設整備業務管理システム利用パソコン等一式借入の実施経費の支出について（１２月分）
17,407

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 施設整備業務管理システム利用パソコン等一式借入の実施経費の支出について（１２月分）
56,573

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 施設整備業務管理システム運用保守業務委託経費の支出について（10～12月分）
324,554

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 施設整備業務管理システム運用保守業務委託経費の支出について（10～12月分）
1,260,353

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 使用料及賃借料　使用料 老朽鉄筋校舎改築事業に伴う仮設校舎の建設及び賃貸借契約の実施並びに同所要経費の支出について（12月分）
3,078,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 施設整備業務管理システム運用保守業務委託経費の支出について（10～12月分）
1,761,203

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用巽中学校借地料（１２月分）の支出について　　　　　　　　　　　　　＜平成２６年１２月２６日支払の組戻分＞
2,752,422

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市立学校貯水槽清掃業務委託（６）（淀川区外１区42校）にかかる経費の支出について（１２月分）
66,420

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市立学校貯水槽清掃業務委託（６）（淀川区外１区42校）にかかる経費の支出について（１２月分）
68,580

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと大和川小学校の機械機動警備委託料の支出について（１１月分）
15,120

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと西淡路小学校分校の機械機動警備委託料の支出について（１１月分）
30,780

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと此花総合高等学校の機械機動警備委託料の支出について（１１月分）
25,920

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと梅田東小学校の機械機動警備委託料の支出について（１１月分）
8,100

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 不動産登記測量業務委託（もと大阪北小学校）料の支出について
4,230,088

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと北天満小学校の機械機動警備委託料の支出について（１１月分）
32,346

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと扇町高等学校の機械機動警備委託料の支出について（１１月分）
30,240

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市立学校貯水槽清掃業務委託（８）（住之江区外１区35校）その２にかかる経費の支出について（１１月・１２月分）
655,668

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 ガス吸収式暖房機運転業務委託（その２）にかかる経費の支出について
130,050

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市立学校貯水槽清掃業務委託（５）（旭区外２区(46校)）にかかる経費の支出について
1,271,741

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市立学校貯水槽清掃業務委託（７）（東住吉区外１区50校）その２にかかる経費の支出について
63,504

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市立学校貯水槽清掃業務委託（５）（旭区外２区(46校)）にかかる経費の支出について
269,627

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市立学校貯水槽清掃業務委託（７）（東住吉区外１区50校）その２にかかる経費の支出について
48,492

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市立学校貯水槽清掃業務委託（８）（住之江区外１区35校）その２にかかる経費の支出について（１１月・１２月分）
304,236

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用巽中学校借地料（１月分）の支出について
7,881,376

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市立学校貯水槽清掃業務委託（８）（住之江区外１区35校）その２にかかる経費の支出について（１１月・１２月分）
26,460

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市立学校貯水槽清掃業務委託（５）（旭区外２区(46校)）にかかる経費の支出について
80,878

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市立学校貯水槽清掃業務委託（８）（住之江区外１区35校）その２にかかる経費の支出について（１１月・１２月分）
19,008

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市立学校貯水槽清掃業務委託（５）（旭区外２区(46校)）にかかる経費の支出について
68,609

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　建物修繕料 もと此花総合高等学校の敷地内配管修理業務の支出について
54,000

教育委員会事務局 学事課 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 平成２７年度咲くやこの花中学校入学者選抜用画用紙他９点の購入並びに同経費の支出について
44,558

教育委員会事務局 学事課 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 平成２７年度咲くやこの花中学校入学者選抜用ラインテープ外１点の購入経費の支出について
15,336

教育委員会事務局 学事課 平成27年01月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 学校選択制における改善対応のための就学事務システム改修にかかる業務委託に関する支出について
10,683,576
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教育委員会事務局 学事課 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 平成２７年度咲くやこの花中学校入学者選抜用養生テープ他２点の購入経費の支出について
5,724

教育委員会事務局 学事課 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 高等学校等奨学金事業用封筒の作成及び同所要経費の支出について
25,920

教育委員会事務局 学事課 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 高等学校等奨学金にかかる支払督促申立手続経費の支出について（平成27年１月申立分）
9,768

教育委員会事務局 学事課 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 高等学校等奨学金にかかる支払督促申立手続経費の支出について（平成27年１月申立分）
10,000

教育委員会事務局 学事課 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 就学通知書用改ざん防止シートの作成及び同所要経費の支出について
223,992

教育委員会事務局 学事課 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 今宮中学校施設一体型小中一貫校通学バス運行にかかる通学バス試走業務の実施（２回目）並びに所要経費の口座不能にかかる再支出について
27,324

教育委員会事務局 学事課 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 高等学校等奨学金事業用受取人払郵便料金の支出について（12月分）
3,930

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成26年度　校園営繕園芸事務所にかかる回線通信料（１２月分）の支払いについて
5,832

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成26年度　学校業務サービスセンターにかかる回線通信料（１２月分）の支払いについて
8,748

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 校園営繕園芸事務所車両点検整備業務にかかる不良箇所の整備業務の支出について（なにわ400な9073）
227,340

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 平成26年第３回指導力向上支援・判定会議の開催に係る所要経費の支出について
78,570

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 転任用個人カード外５点の印刷及び同経費の支出について
32,508

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 転任用個人カード外５点の印刷及び同経費の支出について
25,704

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 講師採用説明会における手話通訳者の派遣経費の支出について
14,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　再生トナーカートリッジの購入経費の支出について
27,594

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし作業従事者　特別教育　受講料等（テキスト代含む）にかかる支払について
21,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱い（安全衛生教育）にかかる受講料等（テキスト代含む）にかかる支払について
110,500

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー（特別教育）にかかる受講料等（テキスト代含む）にかかる支払について
112,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　追録の購入及び同所要経費の支出について
18,822

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 東住吉特別支援学校における理学療法士等の所要経費の支出について（平成26年度前期分）
251,600

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 平野特別支援学校における理学療法士等の所要経費の支出について（平成26年度前期分）
187,920

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当出張交通費（５月分）の支出について
83,366

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（管理主事）出張交通費（５月分）の支出について
115,930

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 教員採用選考PRにかかる出張命令および同所要経費の支出について（兵庫教育大学）
2,680

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 人事監察委員（教職員分限懲戒部会）の委員報酬の支出について（１２月分）
47,530

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 校園営繕園芸事務所車両点検整備業務にかかる不良箇所の整備業務の支出について（なにわ400と5071）
112,525

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 校園営繕園芸事務所車両点検整備業務にかかる不良箇所の整備業務の支出について（なにわ400と5073）
85,114

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 校園営繕園芸事務所車両点検整備業務にかかる不良箇所の整備業務の支出について（なにわ400と5070）
56,538

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 校園営繕園芸事務所車両点検整備業務にかかる不良箇所の整備業務の支出について（なにわ400と5072）
100,774

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　損害保険料 平成27年度新任教員採用内定者研修実施に係る傷害保険（概算契約）経費の支出について
38,200

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 学校園におけるセクシュアル・ハラスメント相談事業相談員の報償金の支出について（１２月分）
81,280

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 校園営繕園芸事務所車両点検整備業務にかかる不良箇所の整備業務の支出について（なにわ45と8159）
79,974

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
3,850

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
1,728

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当出張交通費（４月追加分）の支出について
3,560

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当出張交通費（５月追加分）の支出について
4,800

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 死亡叙位叙勲上申用刑罰等調書にかかる出張旅費の支出について（口座不能にかかる再支出分）
2,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市教育委員会校園文書等逓送業務委託（平成26年12月）の支出について
3,557,520

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当出張交通費（６月分）の支出について
121,409

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（管理主事）出張交通費（６月分）の支出について
49,800

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事異動事務用　教職員人事担当管理主事室　コピー代の支出について（１２月分）
5,323

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　教職員人事担当資料室　コピー代の支出について（１２月分）
7,934

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教職員資質向上推進事務用　資質向上推進室　コピー代の支出について（１２月分）
15,886

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　広告料 講師募集ＰＲ用　講師採用説明会・相談会案内広告掲載経費の支出について
15,120

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員勤務情報システム用　ICカード発行機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
21,627

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員勤務情報システム用　ICカード発行機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
26,541

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（苗代主任室・校園営繕園芸事務所職員）の支払について（７月分）
11,410

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（苗代主任室・校園営繕園芸事務所職員）の支払について（１０月分）
8,750
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教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　広告料 講師募集PR用　広告掲載料の支払いについて
75,548

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（苗代主任室・校園営繕園芸事務所職員）の支払について（９月分）
8,570

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（苗代主任室・校園営繕園芸事務所職員）の支払について（８月分）
115,560

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成26年度　学校業務サービスセンターにかかる回線通信料（１月分）の支払いについて
8,748

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接作業従事者特別教育にかかる受講料等（テキスト代含む）の支払いについて
82,400

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし作業従事者　特別教育等　受講料等（テキスト代含む）の支出について
82,080

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事業班運営用　保温用地下足袋外1点の購入経費の支出について
58,953

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成26年度　校園営繕園芸事務所にかかる回線通信料（１月分）の支払いについて
5,832

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪市中学校給食システム情報通信回線の使用経費の支出について（11月分）
25,056

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市中学校給食システム機器にかかる長期借入経費の支出について（11月分）
160,380

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 学校保健推進事業用　城東区学校保健協議会ヘルスサポート事業委託料の支出について
48,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の振替不能による再支出について（平成２６年９月分）
7,556

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 特別支援教育就学奨励費における医療費援助費の振替不能による再支出について（平成２６年９月分）
960

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用食器（缶）消毒保管庫（ドライシステム用）に関する経費の支出について
1,998,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 中学校給食用配膳台（その２）概算買入にかかる経費の支出について（第２回中間払い）
19,980

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 中学校給食用更衣スチールロッカー外３点買入にかかる経費の支出について（第２回中間払い）
97,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 中学校給食用冷蔵庫概算買入にかかる経費の支出について（第２回中間払い）
1,263,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 中学校給食用配膳棚外1点買入にかかる経費の支出について（第３回中間払い）
578,880

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 旅費　普通旅費 学校保健グループ事務にかかる市内出張交通費の支出について(平成２６年６月分)
31,990

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　消耗品費 学校給食用リサイクルトナーカートリッジ購入経費の支出について
72,036

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　消耗品費 学校給食用学校給食執務ハンドブック追録購入経費の支出について
7,611

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用フードスライサー（ドライシステム用）外１点の買入並びに同経費の支出について
1,344,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用ローラーコンベア（ドライシステム用）の買入に係る経費の支出について
955,800

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 旅費　普通旅費 学校保健グループ事務にかかる市内出張交通費の支出について(平成２６年７月分)
19,190

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 追録（逐条解説学校保健法規集外１点）購入にかかる経費の支出について
32,011

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　普通旅費 学校給食にかかる市内出張交通費等の支出について（小学校給食６月分）
25,860

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　普通旅費 学校給食にかかる市内出張交通費等の支出について（中学校給食６月分）
4,860

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　普通旅費 学校給食にかかる市内出張交通費等の支出について（中学校給食５月分）
12,360

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　普通旅費 学校給食にかかる市内出張交通費等の支出について（小学校給食７月分）
48,740

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入にかかる経費の支出について（第３回中間　11～12月分）
578,732

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入にかかる経費の支出について（第３回中間　11～12月分）
432,170

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第６ブロック）にかかる経費の支出について（１２月分）
8,326,783

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第４ブロック）にかかる経費の支出について（１２月分）
11,165,691

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第４ブロック）にかかる経費の支出について（１２月分）
8,792,829

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食個別配膳業務委託（単価契約）（第６ブロック）にかかる経費の支出について（１２月分）
383,249

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第６ブロック）にかかる経費の支出について（１２月分）
7,750,715

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪府学校給食用牛乳（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（１２月分）
108,102,180

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材調達業務委託経費の支出について（１２月分食材費）
223,538,837

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材管理・配送業務委託経費の支出について（１２月分）
17,001,725

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材調達業務委託経費の支出について（１２月分）
6,237,760

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用牛乳（中学校）購入経費の支出について（１２月分）
15,073,955

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材調達業務委託経費の支出について（１２月分食材費）
6,262,075

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪府学校給食用牛乳（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（１２月分）
2,892,799

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材調達業務委託経費の支出について（１２月分）
174,740

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材管理・配送業務委託経費の支出について（１２月分）
476,275

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 平成２６年度ガス検知管（屋内用）の買入にかかる経費の支出について
637,670

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　印刷製本費 学校保健推進事業用学校保健タイムス（１５４号・１５５号）の印刷経費の支出につい　（第１回中間払）
45,036

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用業務用給湯器の買入（その３）に関する経費の支出について
1,198,800
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資精米・委託米飯（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（１２月分）
48,357,727

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資製品パン（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（１２月分）
40,790,176

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南百済小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１２月分）
1,671,712

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 茨田小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１２月分）
1,466,700

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 喜連小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１２月分）
1,445,399

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 榎並小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１２月分）
1,745,152

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立本田小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（１２月分）
3,858,300

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 新森小路小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１２月分）
1,860,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 北恩加島小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１２月分）
1,304,512

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立磯路小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（１２月分）
3,036,960

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 晴明丘小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１２月分）
1,881,084

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 三軒家東小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１２月分）
1,493,999

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南田辺小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１２月分）
1,874,430

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立加美南部小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（１２月分）
3,294,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南港桜小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１２月分）
1,491,342

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立墨江小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（１２月分）
1,564,920

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立福島小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（１２月分）
4,021,650

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 姫島小学校の学校給食調理業務委託料経費の支出について（１２月分）
2,061,471

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 長吉出戸小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１２月分）
1,964,843

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高見小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１２月分）
1,613,159

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立三津屋小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（１２月分）
3,101,895

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 加賀屋東小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１２月分）
1,738,709

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立姫里小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（１２月分）
1,539,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立東都島小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（１２月分）
5,319,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 小松小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１２月分）
2,406,112

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 諏訪小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１２月分）
2,220,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南大江小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１２月分）
1,593,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 宮原小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１２月分）
1,605,599

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 柏里小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１２月分）
1,233,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 長居小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１２月分）
2,180,641

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 長吉小学校の学校給食調理業務委託実施経費の支出について（１２月分）
1,980,942

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 粉浜小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１２月分）
1,552,542

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立金塚小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（１２月分）
2,664,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立井高野小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（１２月分）
3,267,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 田辺小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１２月分）
1,457,099

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 榎本小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１２月分）
2,364,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 玉出小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１２月分）
1,457,099

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高倉小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１２月分）
2,241,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 北巽小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１２月分）
1,671,712

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立鴫野小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（１２月分）
5,899,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 日吉小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１２月分）
2,029,256

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立中津小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（１２月分）
1,430,784

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 真田山小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１２月分）
2,069,999

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 菅原小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１２月分）
2,069,999

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立平野小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（１２月分）
3,717,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立五条小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（１２月分）
4,779,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立岸里小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（１２月分）
1,426,950

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立中央小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（１２月分）
1,971,000
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立西九条小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（１２月分）
1,417,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 難波元町小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１２月分）
1,232,999

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南住吉小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１２月分）
2,004,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 新高小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１２月分）
2,087,226

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 片江小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１２月分）
1,553,550

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第１ブロック）にかかる経費の支出について（１２月分）
8,374,673

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第２ブロック）にかかる経費の支出について（１２月分）
9,899,684

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第７ブロック）にかかる経費の支出について（１２月分）食材費
7,651,779

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第８ブロック）にかかる経費の支出について（１２月分）
6,279,395

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第３ブロック）にかかる経費の支出について（１２月分）食材費
12,170,302

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第５ブロック）にかかる経費の支出について（１２月分）
10,640,759

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪市中学校給食システム情報通信回線使用経費の支出について（12月分）
25,056

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第８ブロック）にかかる経費の支出について（１２月分）
5,012,194

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第１ブロック）にかかる経費の支出について（１２月分）
8,813,064

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第７ブロック）にかかる経費の支出について（１２月分）調理・配送・配膳等経費
7,192,216

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第３ブロック）にかかる経費の支出について（１２月分）調理・配送・配膳等経費
13,305,440

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第５ブロック）にかかる経費の支出について（１２月分）
8,885,112

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市中学校給食システム運用保守業務の委託経費の支出について（12月分）
324,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第２ブロック）にかかる経費の支出について（１２月分）
8,741,290

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市中学校給食システム機器にかかる長期借入経費の支出について（12月分）
160,380

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資精米・委託米飯（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（１２月分）
1,354,663

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資製品パン（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（１２月分）
1,142,670

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 平成26年度検便検査にかかる業務委託経費の支出について（１２月分）
447,703

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 学校給食食品細菌検査業務委託経費の支出について（１２月分）
100,440

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 瓜破小学校の学校給食調理業務委託実施経費の支出について（１２月分）
1,674,619

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 伝法小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１２月分）
1,736,142

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 弁天小学校の学校給食調理業務委託実施経費の支出について（１２月分）
1,700,714

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立茨田西小学校の給食調理等業務委託に関する経費の支出について（１２月分）
1,863,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 放出小学校の学校給食調理業務委託実施経費の支出について（１２月分）
2,091,776

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立育和小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（１２月分）
1,889,460

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 堀川小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１２月分）
1,767,150

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 淀川小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１２月分）
1,453,319

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 豊仁小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１２月分）
1,449,270

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 鯰江小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１２月分）
2,356,199

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立巽小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（１２月分）
4,525,470

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立東小橋小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（１２月分）
2,646,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 学校保健推進事業用　中央区学校保健協議会ヘルスサポート事業委託料の支出について
48,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 平成２６年度「低学年における歯みがき指導」事業に係る委託料の支出について(１１月分）
558,404

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　印刷製本費 中学校給食用、中学校給食概要冊子印刷経費の支出について
255,348

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 役務費　通信運搬費 平成26年度　検食用給食の配送（バイク便）経費の支出について（12月分）
10,584

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 就学時健康診断事業用　就学時健康診断健診器具滅菌業務にかかる委託料の支出について
1,301,394

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について(平成26年10月分)
1,488,753

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 特別支援教育就学奨励費における医療費援助費の支出について(平成２６年１０月分)
51,871

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について(平成26年10月分)
614,685

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 特別支援教育就学奨励費における医療費援助費の支出について(平成２６年１０月分)
2,930

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について(平成26年10月分)
119,205

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 結核健康診断ツベルクリン反応検査等にかかる経費の支出について
739,800

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　消耗品費 学校給食用衛生キャップ帽の経費の支出について
28,512
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 中学校給食用牛乳保冷庫買入にかかる経費の支出について（第２回中間払い）
388,800

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 学校給食用電磁調理器外３点（ドライシステム用）買入に関する経費の支出について
139,752

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 学校給食用焼き物機据付業務委託に関する経費の支出について
98,280

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 中学校給食用牛乳保冷庫買入にかかる経費の支出について（第２回中間払い）
572,400

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用焼き物機（カート付）の買入（その２）に関する経費の支出について
1,998,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用電磁調理器外３点（ドライシステム用）買入に関する経費の支出について
75,168

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用業務用給湯器　マルチ架台外３点買入に係る経費の支出について
172,368

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用焼き物機の買入（その２）に関する経費の支出について
1,296,000

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 給与事務用　地方公務員給与事務総覧外１点の購入経費の支出について（第３回目）
60,341

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 不当労働行為事件における中央労働委員会調査出頭にかかる出張旅費の支出について
29,260

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 教職員給与・厚生担当事業に係る出張旅費の支出について（平成26年７月分）
16,830

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 教職員給与・厚生担当事業に係る出張旅費の支出について（平成26年６月分）
6,700

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 教職員相談事業用　教職員カウンセリングルーム電気使用料の支出について（平成２６年１２月使用分）
2,480

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度教職員カウンセリングルーム管理費の支出について（平成２７年２月分）
91,671

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度船場センタービル修繕積立金の支払いについて（平成２７年２月分）
10,701

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成27年01月08日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 旅費　普通旅費 愛珠幼稚園園舎の耐震工事計画に関する協議にかかる旅費の支払いについて
30,140

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成27年01月08日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 旅費　普通旅費 豊臣期石垣公開事業に関する協議にかかる旅費の支払いについて
30,140

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　消耗品費 文化財保護担当事務用クリアホルダーほか7点の購入にかかる経費の支払いについて
19,456

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　普通旅費 文化財保護担当市内出張交通費11月分の支払いについて
6,490

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　普通旅費 文化財保護担当市内出張交通費9月分の支払いについて
10,620

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　普通旅費 文化財保護担当市内出張交通費10月分の支払いについて
10,880

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　消耗品費 文化財保護担当事務用　住宅地図8点の購入にかかる経費の支払いについて
78,100

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 報酬　其他委員等報酬 大阪市文化財保護審議会にかかる委員報酬の支出について
264,810

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　費用弁償 大阪市文化財保護審議会にかかる審議会委員の旅費の支払いについて
9,360

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用通信回線使用料の支出について（フレッツ11月分）
10,297

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用通信回線使用料の支出について（フレッツ11月分）
368,334

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 生涯学習情報提供システム　ワーキング会議謝礼の支出について（１２月１８日分）
11,360

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　キッズプラザ大阪運営等補助金の支出について（1月～3月分）
21,533,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 もと城北市民学習センター活用に関する賃料鑑定業務委託(概算契約）の実施および経費の支出について
131,760

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立生涯学習センター管理運営業務委託料の支出について（第４四半期分）
23,049,137

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 負担金、補助及交付金　分担金 もと城北市民学習センターにかかる維持管理分担金１１月分（管理業務委託費、光熱水費、設備修繕関係費）の支出について
734,452

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　普通旅費 生涯学習担当職員出張旅費の支出について（６月分）
25,890

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　普通旅費 生涯学習担当職員出張旅費の支出について（７月分）
40,090

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　普通旅費 生涯学習担当職員出張旅費の支出について（８月分）
29,670

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入経費の支出について(12月分)
20,298

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入経費の支出について(12月分)
8,931

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入経費の支出について(12月分)
20,298

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 「小学校区教育協議会―はぐくみネット―」事業はぐくみネットコーディネーターのための井戸端会議で交流会の所要経費の支出について
60,340

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立クラフトパークの管理運営業務委託料の支出について（第４四半期）
3,692,588

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入経費の支出について(12月分)
596,313

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度大阪市立総合生涯学習センター施設管理費等の支出について（１月分）
4,702,337

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 もと生江青少年会館国有地賃貸料（平成２６年度分）の支出について（４／４回分）
192,727

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成26年度「教育コミュニティづくり」ボランティア・ミーティング（ボランティア研修）大阪市・中河内地区の開催に伴う講師派遣経費の支出について
5,220

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成26年度「教育コミュニティづくり」ボランティア・ミーティング（ボランティア研修）大阪市・中河内地区の開催に伴う講師派遣経費の支出について
5,220

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
3,280

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
1,010

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
2,589

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度　キッズプラザ大阪にかかる賃借料の支出について（１月分）
29,450,820
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教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立大阪城音楽堂機械警備業務経費の支出について（１２月分）
19,440

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 大阪市立大阪城音楽堂清掃業務委託経費の支出について（12月分）
187,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪国際平和センター運営費補助金の支出について（第４四半期・運営費）
8,162,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度大阪市立難波市民学習センター不動産賃借料の支出について（１月分）
6,819,500

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 もと生江青少年会館外８館機械警備業務委託費の支出について（第３四半期）
482,760

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 大阪市立大阪城音楽堂におけるコピー料金の支出について（１２月分）
78

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 生涯学習情報提供システム保守管理業務の実施並びに委託料の支出について(平成26年度第3四半期分)
14,808

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 生涯学習情報提供システム保守管理業務の実施並びに委託料の支出について(平成26年度第3四半期分)
37,020

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用通信回線使用料の支出について（フレッツ12月分）
10,297

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 生涯学習情報提供システム保守管理業務の実施並びに委託料の支出について(平成26年度第3四半期分)
37,020

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 識字推進事業用消耗品（消しゴム他全２７点）の購入及び所要経費の支出について
67,446

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用通信回線使用料の支出について（フレッツ12月分）
368,334

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用広域LAN回線使用料の支出について(12月分)
25,056

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 生涯学習情報提供システム保守管理業務の実施並びに委託料の支出について(平成26年度第3四半期分)
1,033,812

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度大阪市立阿倍野市民学習センター施設管理費等の支出について（２月分）
2,871,212

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「第２回子どもの体力向上推進委員会」の開催経費の支出について（１１月２６日）
40,540

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 にぎわいネット１１月分電話代の支出について
7,182

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度いじめ・不登校問題対策事業ケース会議にかかる報償金の経費支出について（新北島中学校）
21,940

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「子どもの体力向上実技研修会（器械運動）」にかかる経費支出について（１１月２６日）
87,380

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 スクールアドバイザー市内出張交通費(９月分)の支出について
20,460

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 スクールアドバイザー市内出張交通費(１０月分)の支出について
18,920

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 学校元気アップ地域本部事業連絡用切手購入にかかる経費の支出について
5,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校元気アップ地域本部用消耗品（日用品類）の購入経費の支出について
34,430

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度運動部活動指導者技術講習会（バドミントンの部）にかかる講師謝礼金の経費支出について
55,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度いじめ・不登校問題対策事業ケース会議にかかる報償金の経費支出について（大宮西小学校）
15,180

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 支援機器等教材活用した指導方法充実事業におけるアドバイザー派遣にかかる謝礼金の支出について（12月18日）
44,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 スクールアドバイザー市内出張交通費(１１月分)の支出について
14,560

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チームアドバイザーの派遣にかかる謝礼金の支出について（10月2日・12月15日）
33,880

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 中学校英語教育重点校研修の実施にかかる経費の支出について（12月12日）
40,310

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成26年度大阪市教育支援会議にかかる謝礼金の支出について
33,390

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２６年度指導部市内出張交通費（４月分）の支出について
358,370

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 学力向上を図る学習支援事業用スポーツ安全保険料の支出について（１２月分）
138

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度「子どもの体力向上推進事業ＰＴＡ研修会」にかかる手話通訳派遣業務の経費支出について（１２月６日）
31,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 学力向上を図る学習支援事業用スポーツ安全保険料の支出について（１２月分）
8,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 報償費　報償金 平成２６年度大阪市中学校運動部活動種目別合同練習会に係る講師謝礼金の支出について(第２期)
780,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 中学校英語教育重点校カリキュラム開発会議の実施にかかる経費の支出について（12月26日）
21,300

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 Ｓ－イノベーションプロジェクト部活動指導者研修会の所要経費の支出について
13,220

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成26年度介護技術にかかる研修（介護現場の実習）にかかる経費の支出について
60,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 英語教育イノベーション事業用　中学校英語教科書「New Horizon English　Course１」外17点の購入経費の支出について
33,696

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 英語イノベーション事業用英語教材「英語教師の玉手箱シリーズ６（ＤＶＤ3枚組）」外７点の購入経費の支出について
88,020

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「子どもの体力向上推進事業ＰＴＡ研修会」にかかる開催経費の支出について（１２月６日）
58,980

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度学校元気アップ事業学習ボランティア謝礼にかかる経費支出について（１１月分）
752,850

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度学校元気アップ地域コーディネーター報償費にかかる経費支出について（１１月分）
9,760,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校元気アップ地域本部用消耗品（紙類・第２期）の購入経費の支出について
54,901

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校元気アップ地域本部用消耗品（図書用品、教材・第３期）の購入経費の支出について
57,142

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成２６年度手話通訳指導員派遣業務委託経費の支出について（第２四半期分）
196,416

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 特別支援学校等在籍児童等支援業務委託料の支出について（１２月分）
1,864,833

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成２６年度もと幼児教育センター清掃業務委託契約及び経費支出（１２月分）について
110,106
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型ＰＣ機器一式借入(長期継続契約）にかかる経費の支出について（１２月分）
80,568

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 大阪市学校支援人材バンク活用事業　人材バンクシステム機器一式借入経費の支出について
2,196

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型パソコン等一式長期借入（平成22年度契約開始分）にかかる経費の支出について
35,640

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型パソコン等一式長期借入（平成23年度契約開始分）にかかる経費の支出について
95,904

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 使用料及賃借料　使用料 デザイン教育研究所コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
1,717,740

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 中央高等学校　学校管理システム保守業務委託にかかる経費の支出について（１２月分）
162,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立扇町総合高等学校　学校管理システム保守業務（長期継続）にかかる経費の支出について（１２月分）
28,080

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 咲くやこの花高等学校　学校管理システム保守業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（１２月分）
43,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中央高等学校プログラミング実習用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
639,122

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立扇町総合高等学校　学校管理システム並びに教育支援システム用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
366,120

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
458,784

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 桜宮高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
5,832

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪ビジネスフロンティア高等学校情報教育用コンピュータ一式借入にかかる経費の支出について（１２月分）
1,429,272

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 市立高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
404,460

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 咲くやこの花高等学校　学校管理システム用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
226,476

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 高等学校実習用パーソナルコンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
1,045,116

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 桜宮高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
659,880

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立中央高等学校　情報教育用コンピュータ機器一式借入経費の支出について（再リース）（１２月分）
79,596

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立東淀工業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
4,687

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 扇町総合高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
695,736

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東高等学校ＣＡＬ室用情報機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
29,030

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 西高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
1,080,432

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 住吉商業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
582,768

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪ビジネスフロンティア高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
739,476

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 淀商業高等学校福祉ボランティア科実習システム一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
98,172

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 工芸高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
668,520

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立中央高等学校　学校管理システム用コンピュータ機器一式借入（再リース）にかかる経費の支出について（１２月分）
30,024

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校元気アップ地域本部用消耗品（園芸用品）の購入経費の支出について
113,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 一般事務用パイプロット刃外１１点の購入経費の支出について
27,885

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 平成26年度インクルーシブ教育システム構築モデル事業合理的配慮スタッフにかかるボランティア保険加入経費の支出について
80

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 平成26年度インクルーシブ教育システム構築モデル事業合理的配慮スタッフにかかるボランティア保険加入経費の支出について
800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 インクルーシブ教育システム構築事業専門家協力者謝礼にかかる経費の支出について（１２月分）
104,350

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 全国学力学習状況調査等にかかる事業学力向上コンフェロンス講師謝礼金の支出について１
72,900

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成26年度インクルーシブ教育合理的配慮スタッフ謝礼金の支出について（１２月分）
163,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 全国学力・学習状況調査等にかかる事業学力向上コンフェロンスの講師謝礼金の支払いについて２
25,240

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 平成２６年度地域を活用した学校丸ごと子どもの体力向上推進事業用ＤＶＤ－Ｒ外１点の購入並びに同経費の支出について
35,640

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 教育課程研究指定校事業実施報告書の印刷経費の支出について
96,876

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成２６年度手話通訳指導員派遣業務委託経費の支出について（第３四半期）
360,096

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語音声指導支援ボランティア活動にかかる報償金の支出について（１２月分）
117,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育総合推進事業「発達障がい支援講座(１２月１７日分）」にかかる謝礼金の支出について
27,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校図書館活性化事業ボランティア講座講師謝礼金の支出について（12月分追加）
13,320

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科支援員等配置事業にかかる報償金の支出について（12月分）
18,240

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科支援員等配置事業にかかる報償金の支出について（12月分追加）
18,240

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語教育重点校アドバイザー派遣にかかる謝礼金の支出について（１２月分）
362,180

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チームアドバイザーの派遣にかかる謝礼金の支出について（1月13日）
17,180

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校図書館活性化事業ボランティア講座講師謝礼金の支出について（12月分）
17,920

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成26年度人権教育進事業における他都市視察旅費の支出について（1月14日）
29,160

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 全国学力・学習状況調査にかかる事業大阪市学力向上コンフェロンス会場使用料の支出について（12月13日本番）
71,000
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 全国学力・学習状況調査にかかる事業大阪市学力向上コンフェロンス会場使用料の支出について（12月10日リハーサル）
31,100

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度全国中学校スポーツ大会選手派遣にかかる補助金の確定及び支出について
2,145,844

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「第１回食に関する指導推進委員会」の開催経費の支出について（１月９日）
8,530

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 スクールアドバイザー市内出張交通費(１２月分)の支出について
11,980

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校元気アップ地域本部用消耗品（ＯＡ類・第３期）の購入経費の支出について
177,120

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 平成２７年度教科書採択にかかる特別支援学校教科用一般図書の購入経費の支出について
113,230

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 平成２６年度もと幼児教育センター遠隔監視回線代の経費支出について（１２月分）
2,703

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 中央高等学校　学校管理システム機器更新に伴う基盤環境及びデータ等移行・改修業務にかかる経費の支出について
1,585,440

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 中央高等学校　学校管理システム機器更新に伴う基盤環境及びデータ等移行・改修業務にかかる経費の支出について
2,370,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成26年度国立教育政策研究所教育課程研究センター課程研究指定事業研究協議会出席への出席にかかる旅費の支出について（２月５日）
28,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 一般事務用再生トナーの購入経費の支出について
53,136

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校元気アップ地域本部用消耗品（文具類・第３期）の購入経費の支出について
95,211

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学習上の支援機器等教材活用促進事業用図書購入経費の支出について
105,672

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国際理解クラブ時間講師報酬にかかる支出について(12月分）
310,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 平成２６年度教育長表彰用賞状印刷経費の支出について
6,134

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　船車賃借料 特別支援学校在宅重度障がい児スクーリング用車両運行業務委託料にかかる経費の支出について（第３四半期分）
53,780

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 小・中学校特別支援学級及び特別支援学校通学タクシー運行業務委託料（朝日自動車）の支出について（第３四半期分）
12,120

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 小・中学校特別支援学級及び特別支援学校通学タクシー運行業務委託料（新大阪タクシー）の支出について（第３四半期分）
97,490

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 小・中学校特別支援学級及び特別支援学校通学タクシー運行業務委託料（日本交通）の支出について（第３四半期分）
11,300

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 小・中学校特別支援学級及び特別支援学校通学タクシー運行業務委託料（新大阪タクシー）の支出について（第３四半期分）
85,680

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 小・中学校特別支援学級及び特別支援学校通学タクシー運行業務委託料にかかる経費の支出について（第３四半期分）南大阪第一交通
12,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 小・中学校特別支援学級及び特別支援学校通学タクシー運行業務委託料（日本交通）の支出について（第３四半期分）
124,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立西淀川特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（12月分）
6,065,280

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立平野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（12月分）
2,818,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立東住吉特別支援学校（肢体不自由教育部門）通学バス運行にかかる経費の支出について（12月分）
826,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（12月分）
758,160

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立平野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（12月分）　　　東住吉特別支援学校（肢体不自由教育部門）分
1,691,280

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立視覚特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（12月分）　　　視覚特別支援学校分
4,155,480

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立視覚特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（12月分）　　　（生野特別支援学校分）
1,038,870

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立光陽特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（12月分）
4,898,880

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立東住吉特別支援学校（知的障がい教育部門）通学バス運行業務にかかる経費の支出について（12月分）
816,480

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（12月分）
826,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立光陽特別支援学校児童・生徒通学用タクシー運行にかかる経費の支出につい12月分）
70,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校通学バス運行運行業務委託にかかる経費の支出について（12月分）
1,594,080

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（12月分）生野特別支援学校分
3,304,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（12月分）　東住吉特別支援学校（知的障がい教育部門）
1,652,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（12月分）
892,296

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（12月分）
874,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（12月分）１コース
897,804

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（12月分）住之江特別支援学校分
2,473,092

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（12月分）
3,110,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立東住吉特別支援学校（知的障がい教育部門）通学バス運行にかかる経費の支出について（12月分）
855,360

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（12月分）　　東住吉特別支援学校（知的障がい教育部門）
1,745,712

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（12月分）
758,160

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 報償費　報償金 平成２６年度大阪市中学校秋季総合体育大会に係る審判謝礼金の支出について（バレーボール・剣道）
22,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 報償費　報償金 平成２６年度大阪市中学校運動部活動種目別合同練習会に係る講師謝礼金（第２期）口座不能による再支出について
4,490

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 賃金　賃金 平成２６年度幼稚園介助アルバイト（１２月分）にかかる経費支出について
1,806,610

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度いじめ・不登校問題対策事業ケース会議にかかる報償金の経費支出について（天満中学校）
14,200
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度いじめ・不登校問題対策事業ケース会議にかかる報償金の経費支出について（伝法小学校）
15,080

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度いじめ・不登校問題対策事業ケース会議にかかる報償金の経費支出について（高津小学校）
14,560

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成26年度いじめ、不登校対策等プロジェクト講師派遣にかかる講師謝礼の経費支出について（天下茶屋中学校）
23,180

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度スクールソーシャルワーカー活用事業にかかる報償金の経費支出について（１２月分）
1,432,430

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 放課後ステップアップ事業指導員報償金の支出について（１２月分）
3,229,880

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度児童虐待防止支援事業ケースサポート（相談窓口）に係る報償金の支出について（１２月分）
87,680

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成２６年度もと幼児教育センター昇降機設備保守点検業務及び遠隔監視業務の経費の支出（第3期）について
249,480

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 小・中学校特別支援学級及び特別支援学校通学タクシー運行業務委託料（日本タクシー）にかかる経費の支出について（第３四半期分）
40,640

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 賃金　賃金 スーパーサイエンスハイスクール支援事業事務員賃金の支出について（１２月分）
115,294

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学力向上を図る学習支援事業に係る支援員報償金の支出について（小学校）（12月分）
5,295,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科支援員等配置事業に係る支援員報償金の支出について（１２月分）
2,038,360

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 中学校英語教育重点校カリキュラム開発会議にかかる謝礼金の支出について（1月21日）
63,970

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学力向上を図る学習支援事業に係る支援員報償金の支出について（中学校）（12月分）
2,445,260

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 ジョブアドバイザー市内出張交通費(５月分)の支出について
23,210

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 ジョブアドバイザー市内出張交通費(６月分)の支出について
19,380

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２６年度合理的配慮普及推進セミナーへの出席にかかる出張旅費の支出について
28,840

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 平成２６年度職業教育訓練センター用コピー機トナーの購入及び経費の支出について
43,394

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 高等学校生徒支援事業介助補助員にかかる賃金の支出について（１２月分）
87,310

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 高等学校生徒支援事業スクールカウンセラーにかかる賃金の支出について（１２月分）
442,140

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　特別旅費 平成２６年度高校生海外修学旅行（扇町総合高校）にかかる付添職員旅費の支出について
810,750

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　特別旅費 平成２６年度高校生海外修学旅行（南高校）にかかる付添職員旅費の支出について
699,488

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度高校生海外修学旅行（南高校）にかかる現地ガイド代及び施設入場料並びに借上バスの支出について
10,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度高校生海外修学旅行（扇町総合高校）にかかる施設入場料及び借上バスの支出について
36,549

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度高校生海外修学旅行（南高校）にかかる現地ガイド代及び施設入場料並びに借上バスの支出について
46,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成２６年度高校生海外修学旅行（扇町総合高校）にかかる施設入場料及び借上バスの支出について
63,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成２６年度高校生海外修学旅行（南高校）にかかる現地ガイド代及び施設入場料並びに借上バスの支出について
55,825

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 市史編纂所事務事業用コピー料金（11月分）の支出について
1,703

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 大阪市史編纂事業用図書「銀幕の黄金時代を駆け抜けた夢の跡」の買入経費の支出について
600

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平成26年度読売新聞の購読経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平成26年度産経新聞の購読経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平成26年度朝日新聞の購読経費の支出について(10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市史編纂所事務用切手の購入経費の支出について
41,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 福島図書館水道料金12月分の支出について
735

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東住吉図書館共用部分蛍光灯代分担金の支出について
2,012

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　中央図書館　自動制御機器バルブモータ等整備業務経費の支出について
756,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東成図書館水道料金11月分の支出に付いて
29,430

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 福島図書館電気料金１２月分の支出について
85,217

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 島之内図書館電気・水道料金１２月分の支出について
11,950

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東成図書館電気料金11月分の支出について
226,500

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 島之内図書館電気・水道料金１２月分の支出について
248,894

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住之江図書館電気・水道料金１１月分の支出について
116,056

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住之江図書館電気・水道料金１１月分の支出について
17,118

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 一般維持管理用　中央複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（10～12月分）
46,520

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 一般維持管理用　福島複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（10～12月分）
29,520

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用地域図書館（北図書館外２２館）コピー代の支出について（10～11月分）
172,925

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用掲示用フレーム外７点の買入経費の支出について
70,209

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館水道料金１２月分の支出について
48,162

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　船車修繕料 自動車文庫事業用自動車文庫車１号車にかかる２４カ月法定点検経費の支出について
126,130
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　損害保険料 自動車文庫事業用自動車文庫車１号車にかかる２４カ月法定点検経費の支出について
34,900

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立中央図書館常駐警備業務委託経費の支出について（12月分）
615,060

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立阿倍野図書館外４館窓口等業務委託経費の支出について（12月分）
7,344,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 自動車文庫事業用大阪市立図書館自動車文庫車運行管理業務委託経費の支出について（12月分）
580,608

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立旭図書館外３館窓口等業務委託経費の支出について（12月分）
6,554,177

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立図書館図書等逓送業務委託経費の支出について（12月分）
2,540,160

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立東淀川図書館外３館窓口等業務委託経費の支出について（12月分）
5,702,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　生野複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（10～12月分）
93,312

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立中央図書館窓口等業務委託経費の支出について（12月分）
12,663,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立西淀川図書館外４館窓口等業務委託経費の支出について（12月分）
6,421,518

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　此花複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（10～12月分）
25,380

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　西成複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（10～12月分）
18,354

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立平野図書館外４館窓口業務委託経費の支出について（12月分）
7,551,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　住之江複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（10～12月分）
29,673

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　福島複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（10～12月分）
15,486

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大淀複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（10～12月分）
46,189

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　港複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（10～12月分）
32,931

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立天王寺図書館　昇降機保守点検業務経費の支出について（10～12月分）
129,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　中央複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（10～12月分）
18,594

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大正複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（10～12月分）
37,470

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 公課費　公課費 自動車文庫事業用自動車文庫車１号車にかかる２４カ月法定点検経費の支出について
75,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東淀川図書館水道料金12月分の支出について
24,290

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野図書館空気環境測定業務委託料分担金の支出について（１０月～１１月分）
6,739

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 大正図書館塵芥処理委託料分担金の支出について（１２月分）
2,776

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館ガス料金１１月分の支出について
98,602

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 都島図書館電気・水道料金１１月分の支出について
114,170

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道料金１１月分の支出について
94,892

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館電気料金１１月分の支出について
302,438

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 都島図書館電気・水道料金１１月分の支出について
10,210

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館空気環境測定業務料分担金の支出について（１１月分）
3,240

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東成図書館清掃業務委託料分担金の支出について（１１月分）
7,849

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東成図書館機械警備業務料分担金の支出について（１１月分）
2,981

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館廃棄物収集運搬・処理費分担金の資質について（１１月分）
23,418

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　非常灯用交換電池①外７点買入経費の支出について
223,970

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 北図書館水道料金１１月分の支出について
10,190

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 此花図書館電気料金１１月分の支出について
117,167

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 北図書館電気料金１１月分の支出について
84,204

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 大正図書館電気・水道料金１２月分の支出について
112,505

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 大正図書館電気・水道料金１２月分の支出について
12,790

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立天王寺図書館機械警備業務委託経費の支出について（12月分）
6,048

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立東住吉図書館機械警備業務委託経費の支出について（12月分）
5,724

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立淀川図書館機械警備業務委託経費の支出について（12月分）
6,048

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用城東図書館機械警備業務委託経費の支出について（12月分）
5,184

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立中央図書館機械警備業務委託経費の支出について（12月分）
11,340

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立平野図書館機械警備業務委託経費の支出について（12月分）
8,100

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 一般維持管理用中央図書館送受信兼用ファクシミリ装置借入経費の支出について（12月分）
17,820

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 一般維持管理用　中央図書館　電話設備停電用バッテリー取替修繕経費の支出について
140,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野図書館機械警備委託料分担金の支出について（１０月～１２月分）
12,960
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立住之江図書館　清掃業務委託料の支出について（１２月分）
930

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立都島図書館　清掃業務委託料の支出について（１２月分）
6,675

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立西成図書館　清掃業務委託料の支出について（１２月分）
3,135

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立住吉複合施設　清掃業務委託料の支出について（１２月分）
351,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託料の支出について（12月分）
12,391

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立旭複合施設　清掃業務委託料の支出について（１２月分）
200,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 大阪市立旭複合施設　清掃業務委託料の支出について（１２月分）
15,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託料の支出について（12月分）
411

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 生野図書館外２館清掃業務委託料の支出について（１２月分）
17,780

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館ガス料金１２月分の支出について
85,818

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 ハンブルク市中央図書館への図書寄贈にかかる送料について
34,200

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　東住吉複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（10～12月分）
35,167

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　都島複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（10～12月分）
31,259

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　阿倍野複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（10～12月分）
147,420

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立北図書館　清掃業務委託料の支出について（12月分）
68,040

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立西成図書館　清掃業務委託料の支出について（１２月分）
66,465

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立住吉複合施設　清掃業務委託料の支出について（１２月分）
121,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立旭複合施設　清掃業務委託料の支出について（１２月分）
100,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立平野図書館　昇降機保守点検業務経費の支出について（10～12月分）
108,540

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立住之江図書館　清掃業務委託料の支出について（１２月分）
59,550

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 福島図書館外２館清掃業務委託料の支出について（１２月分）
177,043

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 生野図書館外２館清掃業務委託料の支出について（１２月分）
380,630

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立都島図書館　清掃業務委託料の支出について（１２月分）
61,365

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託料の支出について（12月分）
137,198

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館清掃業務委託料の支出について（１２月分）
1,552,816

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立東住吉図書館　清掃業務委託料の支出について（１２月分）
55,350

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 城東図書館清掃業務委託料の支出について（１２月分）
60,779

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立港図書館　清掃業務委託料の支出について（１２月分）
45,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 島之内図書館外２館清掃業務委託料の支出について（１２月分）
180,457

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立此花図書館　清掃業務委託料の支出について（１２月分）
62,640

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立東淀川図書館　清掃業務委託料の支出について（12月分）
101,510

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東淀川図書館電気料金１２月分の支出について
216,749

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 西成図書館電気・水道料金１１月分の支出について
107,198

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 西成図書館電気・水道料金１１月分の支出について
10,541

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 福島図書館機械警備費分担金の支出について（１０月～１２月分）
7,466

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野図書館一般廃棄物処理料分担金の支出について（１０月～１２月分）
4,593

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用中央図書館コピー代金（12月分）の支出について
28,745

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立中央図書館一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（12月分）
31,500

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用中央図書館産業廃棄物収集運搬処理業務委託経費の支出について（12月分）
35,283

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
3,089

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
3,231

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 福島図書館水道料金１月分の支出について
705

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
3,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
1,860

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 大正図書館自動潅水メンテナンス委託料分担金の支出について（第３四半期）
14,364

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 地域館事業用後納郵便料の支出について（１１月地域図書館追加分）
52

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 地域館事業用行事にかかる講師謝礼金の支出について（１２月）
87,500

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平成26年度サービス事業用マイクロフィルムリーダ―機器保守業務委託の支出について（平成26年4月～平成26年11月）
313,920
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教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度サービス事業用マイクロフィルムリーダ―賃貸借及び同所要経費の支出について（平成26年4月～平成26年11月）
313,920

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 サービス事業用図書分類ラベル外２点の購入経費の支出について
66,960

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　印刷製本費 サービス事業用製本経費の支出について
379,555

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 サービス事業用カメラ用バッテリー外2点の購入経費の支出について
17,604

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 サービス事業用後納郵便料の支出について（１２月中央図書館）
91,884

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 地域館事業用後納郵便料の支出について（１２月地域図書館）
13,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 平成26年度障がい者サービス事業用対面朗読サービス（12月）の協力者謝礼金の支出について
242,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 サービス事業用大判プリンター用ロール紙外５点の購入経費の支出について
64,125

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館外３館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１１月分その２）
570,820

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館外３館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１１月分その２）
4,192,890

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 図書館資料装備業務経費の支出について（11月分）
889,393

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 旭図書館外３館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１１月分）
224,499

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 東淀川図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１１月分）
270,253

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 西淀川図書館外６館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１１月分）
243,391

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 阿倍野図書館外５館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１１月分）
276,756

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平野図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１１月分）
252,512

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 西淀川図書館外６館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１１月分）
1,499,609

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 東淀川図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１１月分）
1,665,888

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 阿倍野図書館外５館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１１月分）
1,705,369

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 旭図書館外３館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１１月分）
1,383,430

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 平野図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１１月分）
1,555,867

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用絵葉書購入経費の支出について
11,000

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用雑誌購入経費の支出について（11月分）
913,374

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（11月分）
260,184

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（11月分）
259,248

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立図書館情報ネットワークシステム事業用ファイアウォール機器及び音声応答装置長期借入経費の支出について（１２月分）
307,648

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用サーバ機器等借入経費の支出について（１２月分）
6,569,121

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用クライアント機器等借入経費の支出について（１２月分）
3,299,724

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用外国雑誌購入経費の支出について　１１月分
145,591

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館閲覧用視聴覚サービス事業用映像資料購入経費の支出について（１１月分）
199,965

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞購入経費の支出について　10月～12月分
62,343

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 港図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 都島図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 北図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 此花図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 都島図書館閲覧用新聞購入経費にかかる支出について（10月～12月分）
35,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞購入経費の支出について　10月～12月分
69,852

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 此花図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 此花図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 此花図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 港図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 都島図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞購入経費の支出について　10月～12月分
109,014

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 港図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 福島図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
6,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
35,697
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教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 城東図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大正図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
35,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 鶴見図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
27,540

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 鶴見図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
35,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞購入経費の支出について　10月～12月分
108,987

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 鶴見図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
6,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館外3館閲覧用雑誌購入経費の支出について（11月分）
224,885

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館外3館閲覧用雑誌購入経費の支出について（11月分）
191,179

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（11月分）
232,277

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用プロバイダ料（ファイバーリンクlight/IP8)の支出について(平成26年12月分)
16,200

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１２月分その１）
393,269

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１２月分その１）
2,889,846

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 港図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
35,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 都島図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大正図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 福島図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 北図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 北図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(auKDDI平成26年12月分)
18,167

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(ソフトバンク平成26年12月分)
2,480

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞購入経費の支出について　10月～12月分
514,089

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 天王寺図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 天王寺図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 天王寺図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
23,106

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住之江図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 生野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
27,540

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
35,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 生野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞購入経費の支出について　10月～12月分
21,000

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
36,633

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大正図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住之江図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 北図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住之江図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住之江図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 生野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111
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教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 天王寺図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
37,599

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
23,106

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 城東図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
41,004

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用ベトナム語新聞購入経費の支出について　10月～12月分
14,287

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
35,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
6,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
46,707

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
6,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 浪速図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
6,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 鶴見図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 島之内図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 島之内図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
6,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 島之内図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
37,599

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大正図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
16,851

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 城東図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 福島図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
36,333

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用外国雑誌購入及び同所要経費の支出について　10月～12月分
72,033

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
6,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 鶴見図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用法規類追録購入経費の支出について　12月分
38,176

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外１０館閲覧用官報購入経費の支出について　10月～12月分
120,153

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 島之内図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館情報ネットワークシステム事業用液晶用フィルム買入経費の支出について
84,240

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市図書館情報ネットワークシステムにおける通信サービス提供経費の支出について(イーサネットVPN 平成26年12月分)
475,740

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「D1-Law.com」使用料の支出について(平成26年12月分)
68,490

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「理科年表プレミアム」使用料の支出について(平成26年12月分)
8,910

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ヨミダス歴史館」使用料の支出について(平成26年12月分)
76,770

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ポプラディアネット」使用料の支出について(平成26年12月分)
12,510

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用プロバイダ使用料の支出について(NTT西日本平成26年12月分)
6,231

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「JRS経営情報」使用料の支出について(平成26年12月分)
10,800

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「毎索」使用料の支出について(平成26年12月分)
64,800
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教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「聞蔵Ⅱビジュアル・フォーライブラリー」使用料の支出について(平成26年12月分)
138,240

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「日経テレコン21」使用料の支出について(平成26年12月分)
85,320

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「JapanKnowledge」(ジャパンナレッジLib)使用料の支出について(平成27年1月分)
224,640

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「LexisASONE」使用料の支出について(平成26年12月分)
17,280

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ナクソス・ミュージック・ライブラリー」使用料の支出について(平成26年12月分)
44,010

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「Nexis」使用料の支出について(平成26年12月分)
42,768

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 教育用インターネットブロバイダ回線使用料の経費支出について(平成２６年１１月分)
811,188

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２６年１１月分）
1,150,848

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２６年１１月分）
509,200

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２６年１１月分）
73,872

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２６年１１月分）
42,768

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業」道徳に関する研修会にかかる報償金の支出について（鶴町小学校分）
22,540

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 ステープラー針購入にかかる経費支出について
8,294

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
827

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
6,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　毎日新聞外購読料（１０月～１２月）にかかる経費支出について
23,121

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　朝日新聞購読料（１０月～１２月）にかかる経費支出について
12,111

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　産経新聞購読料（１０月～１２月）にかかる経費支出について
12,111

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　読売新聞購読料（１０月～１２月）にかかる経費支出について
12,111

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　備品修繕料 大阪市教育センター講堂の音響装置サウンドシステムの緊急修理にかかる経費支出について
23,544

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター清掃業務委託の実施及び同所要経費の支出について（平成26年12月分）
615,600

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センターエレベーター保守点検業務委託ならびに同経費の支出について(平成26年10月～12月分）
567,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業校内研修会（住之江中学校）にかかる報償金の経費支出について
13,760

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業校内研修会（住之江中学校）にかかる報償金の経費支出について
13,760

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 教職員地域研修会（４ブロック）開催にかかる使用料の経費の支出について
41,600

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教育センター研修の開催にかかる報償金の支出について
7,100

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 道徳教育推進事業における「近畿小学校道徳教育研究大会京都大会」への参加にかかる旅費の支出について
3,420

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 防災用液晶カラーテレビの購入経費支出について
71,636

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　建物修繕料 中間ガス栓取替修繕にかかる経費支出について
20,600

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　建物修繕料 講堂男女トイレ便所内のアングル止水栓出水不良等の緊急修繕にかかる経費の支出について
45,630

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　備品修繕料 印刷機の緊急修理にかかる経費支出について
5,940

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２３８）にかかる管外出張旅費の支出について（１２月分－３）
24,380

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３５４）にかかる管外出張旅費の支出について（１１月分）
12,040

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 「がんばる先生支援事業」先進校視察にかかる文部科学省委託事業　ＷＧ３（校内研修リーダー研修）への参加にかかる経費支出について
2,640

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２３８）にかかる管外出張旅費の支出について（１２月分－１）
23,220

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２１８）にかかる管外出張旅費の支出について（１１月分）
8,920

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２３８）にかかる管外出張旅費の支出について（１２月分－２）
24,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 「がんばる先生支援事業」先進校視察にかかる文部科学省委託事業　ＷＧ３（校内研修リーダー研修）への参加にかかる経費支出について
15,240

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 「学校教育ＩＣＴ活用事業」先進校視察にかかるｅスクール　ステップアップ・キャンプへの参加にかかる経費支出について
28,240

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究・研修支援事業用拡大機用ロール紙外３点の購入経費の支出について
19,710

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座中間連絡会実施にかかる経費の支出について
34,640

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 発達障がい専門講座（１０）開催にかかる報償金の支出について
22,600

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２６年度小学校及び中学校各教科等教育課程研究協議会（小・中　道徳部会）への出席にかかる経費支出について
37,860

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 第５０回全国小学校道徳教育研究大会・第２７回中部地区小学校道徳教育研究大会（岐阜大会）への参加にかかる経費支出について
22,620

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 学力向上施策に関する取組の視察・意見交換（沖縄県教育委員会等）の出張にかかる経費支出について
98,313

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 「平成２６年度道徳教育推進協議会」への参加にかかる経費支出について
29,300

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教師養成講座用トナーカートリッジ外２点の購入経費の支出について
9,201

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 ソフトウェアライブラリーセンター用ソフトほか買入にかかる経費の支出について
47,196
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教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教師養成講座用トナーカートリッジ外２点の購入経費の支出について
38,880

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研究・研修支援事業用拡大機用ロール紙外３点の購入経費の支出について
13,834

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育資料事業用図書室用雑誌(１２月分)買入にかかる経費の支出について
10,405

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研修事業用マークシート用紙の印刷経費の支出について
172,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 情報教育推進事業用インターネット・ハウジング回線使用料の経費支出について(１２月分)
182,520

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 教育情報提供システムコンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成26年12月分）
217,188

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育センター　教職員研修用パソコン実習室機器一式長期借入にかかる経費の支出について（平成26年12月分）
174,312

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育センター　教育用コンテンツサーバ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（平成26年12月分）
133,056

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 教育センター研修申し込みサーバ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成26年12月分）
35,035

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料
情報教育の推進事業用校内ＬＡＮシステム高速同軸通信方式北ブロック及び電力線通信方式東・西・北ブロック保守業務委託にかかる経費の支出について（平成26年11
月） 394,403

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料
情報教育の推進事業用校内ＬＡＮシステム高速同軸通信方式北ブロック及び電力線通信方式東・西・北ブロック保守業務委託にかかる経費の支出について（平成26年11
月） 269,778

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料
情報教育の推進事業用校内ＬＡＮシステム高速同軸通信方式北ブロック及び電力線通信方式東・西・北ブロック保守業務委託にかかる経費の支出について（平成26年11
月） 53,956

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料
情報教育の推進事業用校内ＬＡＮシステム高速同軸通信方式北ブロック及び電力線通信方式東・西・北ブロック保守業務委託にかかる経費の支出について（平成26年11
月） 24,903

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎改築に伴うＬＡＮ構築業務に係る経費の支出について（諏訪小学校）
137,138

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「学校園運営研修会(５)」開催にかかる報償金の支出について
11,680

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究研修支援事業（特支教研・聴覚障がい教育部会）研修会にかかる報償金の経費支出について
14,440

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 「研究・研修支援事業」小学校教育研究会中央支部（教員研究発表会）会場使用にかかる経費支出について
20,550

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 「研究・研修支援事業」小学校教育研究会鶴見支部（教員研究発表会）会場使用にかかる経費支出について
36,090

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 研究指定園研修会にかかる報償金の支出について（長吉第二幼稚園１２月）
24,300

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教育センター指導主事研修会の開催にかかる報償金の支出について
29,640

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育資料事業用「内外教育」（平成２６年１０月～１２月分）の購読経費支出について
12,960

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 蛍光灯等の購入経費支出について
91,908

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　手数料 大阪市教育センター一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる経費支出について（平成26年10月～12月分）
13,629

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市教育センター機械警備業務委託にかかる経費支出について（平成26年10月～12月分）
48,600

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(高速同軸通信方式　東・西・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
530,489

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－南ブロック)にかかる経費支出について（平成26年12月分）
724,788

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－南ブロック)にかかる経費支出について（平成26年12月）
1,780,834

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料
情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入北ブロックその２にかかる経費の支出について（平成26年12月
分） 1,900,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(東ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年12月分）
10,108

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(西ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年12月分）
62,208

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(ＰＬＣ)機器一式４回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年12月分）
1,080

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－西ブロック)にかかる経費支出について（平成26年12月分）
1,905,120

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－西ブロック)にかかる経費支出について（平成26年12月分）
855,042

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料
情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入南ブロックその２にかかる経費の支出について（平成26年12月
分） 1,890,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(無線)機器一式４回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年12月分）
11,036

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料
情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入東ブロックその２にかかる経費の支出について（平成26年12月
分） 2,116,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－北ブロック)にかかる経費支出について（平成26年12月分）
1,499,375

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－東ブロック)にかかる経費支出について（平成26年12月分）
1,814,270

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－南・西ブロック)にかかる経費支出について（平成26年12月分）
2,265,408

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－北・東ブロック)にかかる経費支出について（平成26年12月分）
2,265,408

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式　長期借入にかかる経費支出について（平成26年12月分）
537,615

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(南ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年12月分）
17,280

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－北ブロック)にかかる経費支出について（平成26年12月分）
738,707

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－北ブロック)にかかる経費支出について（平成26年12月分）
2,371,572

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－南ブロック)にかかる経費支出について（平成26年12月分）
2,400,451

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（友渕小学校)にかかる経費の支出について（平成26年12月分）
81,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－西ブロック)にかかる経費支出について（平成26年12月分）
1,984,240

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－東ブロック)にかかる経費支出について（平成26年12月分）
1,973,160



平成26年度（平成27年01月）　公金支出情報
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教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度大阪市立小・中学校ユビキタス用ノートパソコン等借入にかかる経費の支出について（平成26年12月分）
312,480

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－東ブロック)にかかる経費支出について（平成26年12月分）
836,802

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料
情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入西ブロックその２にかかる経費の支出について（平成26年12月
分） 1,879,200

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校情報処理用電子計算機組織一式長期借入にかかる経費支出について（平成26年12月分）
3,275,242

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(高速同軸通信方式　東・西・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
85,111

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－西ブロック)にかかる経費支出について（平成26年12月分）
1,732,098

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－東ブロック)にかかる経費支出について（平成26年12月分）
1,780,834

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(無線)機器一式４回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年12月分）
2,759

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－北ブロック)にかかる経費支出について（平成26年12月分）
1,058,832

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校情報処理用電子計算機組織一式長期借入にかかる経費支出について（平成26年12月分）
1,428,700

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－南ブロック)にかかる経費支出について（平成26年12月）
1,765,670

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(西ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年12月分）
15,552

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(ＰＬＣ)機器一式４回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年12月分）
540

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料
情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入北ブロックその２にかかる経費の支出について（平成26年12月
分） 1,072,440

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育推進事業用　大阪市立我孫子南中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成26年12月分）
134,784

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(東ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年12月分）
3,370

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料
情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入東ブロックその２にかかる経費の支出について（平成26年12月
分） 825,390

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－南ブロック)にかかる経費支出について（平成26年12月分）
1,051,056

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－東ブロック)にかかる経費支出について（平成26年12月分）
955,588

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料
情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入南ブロックその２にかかる経費の支出について（平成26年12月
分） 1,553,040

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－南ブロック)にかかる経費支出について（平成26年12月分）
96,293

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(北ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年12月分）
15,120

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－北ブロック)にかかる経費支出について（平成26年12月分）
1,560,937

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－北・東ブロック)にかかる経費支出について（平成26年12月分）
81,216

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－西ブロック)にかかる経費支出について（平成26年12月分）
961,632

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式　長期借入にかかる経費支出について（平成26年12月分）
235,950

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(南ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年12月分）
17,280

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度大阪市立小・中学校ユビキタス用ノートパソコン等借入にかかる経費の支出について（平成26年12月分）
116,064

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料
情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入西ブロックその２にかかる経費の支出について（平成26年12月
分） 1,308,960

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校情報処理用電子計算機組織一式長期借入にかかる経費支出について（平成26年12月分）
219,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式　長期借入にかかる経費支出について（平成26年12月分）
34,485

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－東ブロック)にかかる経費支出について（平成26年12月分）
117,158

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－東ブロック)にかかる経費支出について（平成26年12月分）
203,040

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－東ブロック)にかかる経費支出について（平成26年12月分）
68,018

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立特別支援学校教育用コンピュータ機器一式長期借入その２にかかる経費の支出について（平成26年12月）
360,828

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校情報処理用電子計算機組織一式長期借入にかかる経費支出について（平成26年12月分）
109,900

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－南ブロック)にかかる経費支出について（平成26年12月）
107,136

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(東ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について（平成26年12月分）
3,370

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－北ブロック)にかかる経費支出について（平成26年12月分）
52,477

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式　長期借入にかかる経費支出について（平成26年12月分）
18,150

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 第６８回大阪府小学校道徳教育研究会研究協議大会中河内大会参加にかかる資料代の支出について
2,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター中央監視盤装置保守点検業務委託にかかる経費支出について（平成26年10月～12月分）
189,540

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 職員室のPC移動及びPC教室ー職員室間のLAN構築業務にかかる経費の支出について（長池小学校）
134,654

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（東ブロック）の開催にかかる報償金の経費支出について
15,600

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２６２）にかかる管外出張旅費の支出について（１２月分－２）
44,880

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２６２）にかかる管外出張旅費の支出について（１２月分－１）
44,620

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業にかかる管内出張旅費の支出について(１２月分）
47,360

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３６０）にかかる管外出張旅費の支出について（１１月分－１）
37,440
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教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３６０）にかかる管外出張旅費の支出について（１１月分－２）
37,900

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 特別講座：国語科指導力UPブロック別特別講座の開催にかかる報償金の支出について
14,680

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研修事業用コピー代金（１２月分）の支出について
29,582

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育研究事業用コピー代金（１２月分）の支出について
2,028

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　建物修繕料 非常用発電設備空気制御盤の空気減圧弁等の修繕にかかる経費支出について
303,480

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業にかかるやたなか小中一貫校増学級にともなうＩＣＴ環境整備の経費支出について(平成26年12月分)
16,291

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（西・北ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成26年12月分)
1,153,071

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業にかかる堀江小学校増学級へのICT環境整備の経費支出について(平成26年12月分)
3,609

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業にかかるむくのき学園（中島中学校区小中一貫校）へのＩＣＴ環境整備の経費支出について(平成26年12月分)
764,284

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(電力線通信方式　南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成26年12月分)
137,440

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業実証研究総合委託にかかる経費の支出について（長期継続）(平成26年12月分)
7,582,269

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ICT活用事業にかかるむくのき学園（中島中学校区小中一貫校）へのＩＣＴ環境整備の経費支出について(平成26年12月分)
1,549,874

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ICT活用事業にかかるやたなか小中一貫校増学級にともなうＩＣＴ環境整備の経費支出について(平成26年12月分)
271,951

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業にかかるやたなか小中一貫校増学級にともなうＩＣＴ環境整備の経費支出について(平成26年12月分)
16,290

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(電力線通信方式　南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成26年12月分)
255,290

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（西・北ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成26年12月分)
456,062

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業にかかるむくのき学園（中島中学校区小中一貫校）へのＩＣＴ環境整備の経費支出について(平成26年12月分)
656,889

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業実証研究総合委託にかかる経費の支出について（長期継続）(平成26年12月分)
4,348,815

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ICT活用事業にかかるむくのき学園（中島中学校区小中一貫校）へのＩＣＴ環境整備の経費支出について(平成26年12月分)
1,291,560

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ICT活用事業にかかるやたなか小中一貫校増学級にともなうＩＣＴ環境整備の経費支出について(平成26年12月分)
271,951

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(電力線通信方式　南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成26年12月分)
19,635

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（西・北ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成26年12月分)
69,401

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（西・北ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成26年12月分)
38,666

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(電力線通信方式　南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成26年12月分)
19,635

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 管理事務用コピー代金（12月分）の支出について
3,424

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 人権教育研究事業用印刷機インクの購入にかかる経費支出について
17,323

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成26年11月分)
924,151

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成26年11月分)
366,319

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成26年11月分)
104,769

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成26年11月分)
43,839

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修講師謝礼金の追加経費の支出について
1,782

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 「研究・研修支援事業」小学校教育研究会東成支部（教員研究発表会）会場使用にかかる経費支出について
20,500

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 「研究・研修支援事業」小学校教育研究会北支部（教員研究発表会）会場使用にかかる経費支出について
21,600

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座（１０）実施にかかる報償金の支出について
433,540

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 中学校外国語（英語）科研修会（３）の開催にかかる報償金の支出について
13,180

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 幼稚園教職員人権教育研修会（３）実施にかかる報償金の支出について
16,340

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 発達障がい専門講座（１３）開催にかかる報償金の支出について
22,600

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座「授業づくり３－③」「子ども理解５」実施にかかる報償金の支出について
195,540

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成26年１１月分）の支出について
16,628

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成26年１１月分）の支出について
33,330

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成26年１１月分）の支出について
105,120

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成26年１１月分）の支出について
62,260

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成26年１１月分）の支出について
1,900

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成26年１１月分）の支出について
3,880

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　印刷製本費 道徳教育推進事業用「平成２６年度研究紀要」（鶴町小学校）印刷の経費支出について
77,436

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成26年１１月分）の支出について
3,500

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成26年１１月分）の支出について
1,510

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（東ブロック）の開催にかかる報償金の経費支出について
16,380
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教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（北ブロック）の開催及び経費の支出について
25,160

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業校内研修会（住之江中学校）にかかる報償金の経費支出について
14,360

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究・研修支援事業用　小学校教育研究会　「第３０回総合研究発表会総括資料」印刷にかかる経費支出について
7,560

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究・研修支援事業用　小学校教育研究会　「第３０回総合研究発表会総括資料」印刷にかかる経費支出について
91,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座（１３）実施にかかる報償金の支出について
195,740

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣＴ活用事業にともなう校内研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
10,600

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 養護教諭・養護職員実技研修会の実施にかかる報償金の支出について
15,500

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣＴ活用事業にともなう校内研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
21,300

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣＴ活用事業にともなう校内研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
21,200

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ICT活用事業にともなう校内研修会の講師謝礼等にかかる経費の支出について
21,540

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ICT活用事業に伴う校内研修会の講師謝礼等にかかる経費の支出について
21,260

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ICT活用事業に伴う研修会実施にかかる経費の支出について
24,720

教育委員会事務局 管理担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ICT活用事業に伴う校内研修会の講師謝礼等にかかる経費の支出について
21,740

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター用電話代（メンバーズネット）にかかる経費支出について（１１月分）
12,353

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター用電話代にかかる経費支出について（１１月分）
179,492

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
12,000

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（児童生徒費等　１月９日払）の支給について
49,373,412

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（給食費　１月９日払）の支給について
4,284,669

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（児童生徒費等　１月９日払）の支給について
6,909,034

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（給食費　１月９日払）の支給について
608,822

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事務用スティックのり外２１点の購入経費の支出について
111,898

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事務用スティックのり外２１点の購入経費の支出について
5,832

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事務用スティックのり外２１点の購入経費の支出について
17,280

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事務用スティックのり外２１点の購入経費の支出について
7,236

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 特別支援教育就学奨励費　第１次支給分振込不能の再支給について
157,946

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 特別支援教育就学奨励費　第１次支給分振込不能の再支給について
95,934

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学援助用郵便料金等の経費支出について（１２月分）
17,894

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 環境整備用清掃の委託経費の支出について（１２月分）
58,320

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 奨学費・特別支援教育就学奨励費管理システム用サーバ装置等　長期借入経費の支出について（平成２６年１２月分）
48,495

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター用ファクシミリ装置の借入経費の支出について（１２月分）
22,680

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター用電話代にかかる経費支出について（１２月分）
4,100

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 事務管理用学校経営管理センター事務所の賃借経費の支出について（１月分）
5,461,437

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用郵便料金等の経費支出について（１２月分）
18,378

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用郵便料金等の経費支出について（１２月分）
143,582

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事務管理用複写機に係るコピー代金の支出について（１２月分）
6,422

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 学校経営管理センター用電気使用料の支出について（１２月分）
1,551,428

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 奨学費用郵便料等の経費支出について（１２月分）
294,010

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 視覚特別支援学校高等部専攻科生徒に対する就学奨励費の支給について
443,443

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 聴覚特別支援学校高等部専攻科生徒に対する就学奨励費の支給について
113,570

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（給食費　１月９日払における口座振替不能）の再支給について
64,725

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（児童費　１月９日払における口座振替不能）の再支給について
180,290

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（給食費　１月９日払における口座振替不能）の再支給について
2,250

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 事務管理用通信回線料の経費支出について（ビジネスイーサ１２月分）
15,120

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用通信回線料の経費支出について（ビジネスイーサ１２月分）
251,640

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（１２月分）
960

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（１２月分）
42,660

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事務管理用複写機に係るコピー代金の支出について（１２月分）
30,259

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 業務用ゴム印買入れ経費の支出について
1,339
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教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター用電話代（メンバーズネット）にかかる経費支出について（１２月分）
12,720

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター用電話代にかかる経費支出について（１２月分）
170,242

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　奨学費補助金 平成２６年度大阪市奨学費（学習資金第１回目）の支出について（第２学年以上）
131,544,920

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 学校徴収金システム及び学校給食費システム等にかかる口座振替用フロッピーディスク他の配送業務委託にかかる支出について（１２月分）
18,360

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校徴収金システム及び学校給食費システム等にかかる口座振替用フロッピーディスク他の配送業務委託にかかる支出について（１２月分）
18,360

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校徴収金システム及び学校給食費システム等にかかる口座振替用フロッピーディスク他の配送業務委託にかかる支出について（１２月分）
27,540

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（１２月分）
66,159,945

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（１２月分）
32,754,976

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（１２月分）
18,453,490

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（１２月分）
9,625,117

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（１２月分）
4,978,069

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（１２月分）
2,520,853

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（１２月分）
2,594,305

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（１２月分）
1,289,842

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 住之江区、住吉区の大阪市立学校（４６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
1,647,092

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 住之江区、住吉区の大阪市立学校（４６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
851,944

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 住之江区、住吉区の大阪市立学校（４６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
56,796

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 住之江区、住吉区の大阪市立学校（４６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
56,796

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 旭区、城東区、鶴見区の大阪市立学校（５７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
2,392,286

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 淀川区、東淀川区の大阪市立学校（４９校）の一般廃棄物収集運搬業務委託（単価契約）１０～１２月分
1,636,448

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 天王寺区、東成区、生野区の大阪市立学校（５７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
1,693,891

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小、中、高等及び特別支援学校の動物死体処分業務委託経費の支出について（単価契約）１２月分
43,200

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 阿倍野区、西成区の大阪市立学校（３６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
1,148,998

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 福島区、此花区、西淀川区の大阪市立学校（４４校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
1,581,767

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 西区、港区、大正区、浪速区の大阪市立学校（５６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
1,792,624

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 東住吉区、平野区の大阪市立学校（５６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
2,346,451

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 北区、都島区、中央区の大阪市立学校（４７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
1,393,295

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物管理票発行にかかる電子マニフェスト使用料の支出について（１０月～１２月分）
21,190

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 天王寺区、東成区、生野区の大阪市立学校（５７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
713,217

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 旭区、城東区、鶴見区の大阪市立学校（５７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
944,323

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小、中、高等及び特別支援学校の動物死体処分業務委託経費の支出について（単価契約）１２月分
10,800

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 淀川区、東淀川区の大阪市立学校（４９校）の一般廃棄物収集運搬業務委託（単価契約）１０～１２月分
673,832

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 北区、都島区、中央区の大阪市立学校（４７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
670,846

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 福島区、此花区、西淀川区の大阪市立学校（４４校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
561,272

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 東住吉区、平野区の大阪市立学校（５６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
1,141,517

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 西区、港区、大正区、浪速区の大阪市立学校（５６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
707,615

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 阿倍野区、西成区の大阪市立学校（３６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
526,624

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物管理票発行にかかる電子マニフェスト使用料の支出について（１０月～１２月分）
8,953

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 淀川区、東淀川区の大阪市立学校（４９校）の一般廃棄物収集運搬業務委託（単価契約）１０～１２月分
48,131

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 北区、都島区、中央区の大阪市立学校（４７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
361,225

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 天王寺区、東成区、生野区の大阪市立学校（５７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
89,152

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 阿倍野区、西成区の大阪市立学校（３６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
95,750

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 福島区、此花区、西淀川区の大阪市立学校（４４校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
102,050

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 旭区、城東区、鶴見区の大阪市立学校（５７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
125,910

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 西区、港区、大正区、浪速区の大阪市立学校（５６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
94,349

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物管理票発行にかかる電子マニフェスト使用料の支出について（１０月～１２月分）
1,328

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 旭区、城東区、鶴見区の大阪市立学校（５７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
125,910

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 北区、都島区、中央区の大阪市立学校（４７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
51,603
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教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 天王寺区、東成区、生野区の大阪市立学校（５７校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
44,576

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 東住吉区、平野区の大阪市立学校（５６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
126,835

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 西区、港区、大正区、浪速区の大阪市立学校（５６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
47,174

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 福島区、此花区、西淀川区の大阪市立学校（４４校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
51,025

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 淀川区、東淀川区の大阪市立学校（４９校）の一般廃棄物収集運搬業務委託（単価契約）１０～１２月分
48,131

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物管理票発行にかかる電子マニフェスト使用料の支出について（１０月～１２月分）
756

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 北区、福島区、此花区、西淀川区、淀川区及び東淀川区の大阪市立学校（１１０校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
365,080

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 都島区、中央区、天王寺区、浪速区、旭区、城東区及び鶴見区の大阪市立学校（１１１校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
715,878

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 東成区、生野区、阿倍野区、東住吉区及び平野区の大阪市立学校（１１７校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
1,237,861

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小、中、高等及び特別支援学校産業廃棄物の処分業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
1,045,932

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 西区、港区、大正区、住之江区、住吉区及び西成区の大阪市立学校（１１０校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
566,329

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 都島区、中央区、天王寺区、浪速区、旭区、城東区及び鶴見区の大阪市立学校（１１１校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
296,578

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 西区、港区、大正区、住之江区、住吉区及び西成区の大阪市立学校（１１０校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
256,011

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小、中、高等及び特別支援学校産業廃棄物の処分業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
452,295

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 北区、福島区、此花区、西淀川区、淀川区及び東淀川区の大阪市立学校（１１０校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
144,110

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 東成区、生野区、阿倍野区、東住吉区及び平野区の大阪市立学校（１１７校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
578,741

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 都島区、中央区、天王寺区、浪速区、旭区、城東区及び鶴見区の大阪市立学校（１１１校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
92,041

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 東成区、生野区、阿倍野区、東住吉区及び平野区の大阪市立学校（１１７校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
48,228

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小、中、高等及び特別支援学校産業廃棄物の処分業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
67,138

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 北区、福島区、此花区、西淀川区、淀川区及び東淀川区の大阪市立学校（１１０校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
19,215

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 西区、港区、大正区、住之江区、住吉区及び西成区の大阪市立学校（１１０校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
23,274

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 都島区、中央区、天王寺区、浪速区、旭区、城東区及び鶴見区の大阪市立学校（１１１校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
40,907

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小、中、高等及び特別支援学校産業廃棄物の処分業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
35,335

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 西区、港区、大正区、住之江区、住吉区及び西成区の大阪市立学校（１１０校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
7,758

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 東成区、生野区、阿倍野区、東住吉区及び平野区の大阪市立学校（１１７校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
48,228

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 北区、福島区、此花区、西淀川区、淀川区及び東淀川区の大阪市立学校（１１０校）の産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
9,607

教育委員会事務局 学務担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学務担当（未収金対策グループ）用郵便料金等の経費支出について（１２月分）
564,933

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（１１月分）の支出について
5,301,892

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（１１月分）の支出について
1,362,527

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 賃金　賃金 社会保険料（１１月分）の支出について
32,475

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 教職員情報システム用専用回線使用料にかかる経費の支出について（１１月分）
56,160

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校園ネットワークシステム用使用料の支出について（１１月分）
540

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校園ネットワークシステム用使用料の支出について（１１月分）
679

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校務支援ICT用接続回線料に係る経費の支出について（１１月分）
498,960

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校務支援システム用ハウジングサービスの経費支出について（１１月分）
55,080

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（１１月分）の支出について
1,698,519

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 校務支援ICT用接続回線料に係る経費の支出について（１１月分）
736,560

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（１１月分）の支出について
7,300,691

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（１１月分）の支出について
53,197

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（１１月分）の支出について
622,734

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（１１月分）の支出について
6,994,334

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（１１月分）の支出について
28,076

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（１１月分）の支出について
334,238

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（１１月分）の支出について
12,537,746

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（１１月分）の支出について
505,837

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（１１月分）の支出について
221,913

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（１１月分）の支出について
1,361,911

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（１１月分）の支出について
26,598
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（１１月分）の支出について
180,858

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 平成２６年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（１１月分）
229,392

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成２６年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（１１月分）
1,174,048

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成２６年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（１１月分）
509,328

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成２６年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（１１月分）
77,760

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成２６年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（１１月分）
38,880

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 教職員の退職手当について
17,422,059

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　給料 平成２７年１月　給与の支出について
14,515,062

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　教員給 平成２７年１月　給与の支出について
108,724,440

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１月　給与の支出について
1,219,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１月　給与の支出について
14,920,914

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１月　給与の支出について
3,221,830

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１月　給与の支出について
9,212

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１月　給与の支出について
253,187

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１月　給与の支出について
2,479,790

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２７年１月　給与の支出について
756,038

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２７年１月　給与の支出について
5,952

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月　報酬の支出について
9,134,760

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 賃金　賃金 平成２７年１月　アルバイト賃金の支出について
299,608

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月　報酬の支出について
218,120

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月　報酬の支出について
14,098,891

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月　報酬の支出について
528,884

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 給料　給料 平成２７年１月　給与の支出について
315,276,353

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 給料　教員給 平成２７年１月　給与の支出について
31,438,559

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１月　給与の支出について
12,394,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１月　給与の支出について
55,017,525

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年１月　給与の支出について
233,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１月　給与の支出について
194,487

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１月　給与の支出について
2,830,761

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１月　給与の支出について
7,466,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２７年１月　給与の支出について
401,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２７年１月　給与の支出について
13,301

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年１月　給与の支出について
37,074

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 災害補償費　災害補償費 公務災害による休業補償費（１２月分）の支出について
185,080

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月　報酬の支出について
2,817,479

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 平成２７年１月　アルバイト賃金の支出について
5,232,440

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 教育活動支援員及び特別支援教育補助員にかかる賃金の支出について（１２月分）
22,603,346

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 給料　給料 平成２７年１月　給与の支出について
65,480,579

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 給料　教員給 平成２７年１月　給与の支出について
40,992,116

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１月　給与の支出について
4,011,678

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１月　給与の支出について
15,403,924

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年１月　給与の支出について
272,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１月　給与の支出について
42,370

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１月　給与の支出について
107,788

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１月　給与の支出について
933,830

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１月　給与の支出について
1,701,300

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１月　給与の支出について
2,783,621

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２７年１月　給与の支出について
518,748
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年１月　給与の支出について
37,796

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月　報酬の支出について
191,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 教育活動支援員及び特別支援教育補助員にかかる賃金の支出について（１２月分）
5,621,786

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 平成２７年１月　アルバイト賃金の支出について
2,011,462

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 給料　給料 平成２７年１月　給与の支出について
39,132,380

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 給料　教員給 平成２７年１月　給与の支出について
451,812,932

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１月　給与の支出について
12,726,300

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１月　給与の支出について
58,368,588

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１月　給与の支出について
2,923,055

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１月　給与の支出について
987,001

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１月　給与の支出について
348,340

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　産業教育手当 平成２７年１月　給与の支出について
5,460,141

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　定時制教育手当 平成２７年１月　給与の支出について
3,834,300

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１月　給与の支出について
5,056,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１月　給与の支出について
6,604,900

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２７年１月　給与の支出について
6,406,789

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２７年１月　給与の支出について
38,755

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年１月　給与の支出について
121,773

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月　報酬の支出について
20,299,222

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 平成２７年１月　アルバイト賃金の支出について
1,811,989

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 給料　給料 平成２７年１月　給与の支出について
16,371,778

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 給料　教員給 平成２７年１月　給与の支出について
19,945,639

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１月　給与の支出について
974,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１月　給与の支出について
4,917,027

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１月　給与の支出について
37,498

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１月　給与の支出について
254,056

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１月　給与の支出について
33,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１月　給与の支出について
905,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２７年１月　給与の支出について
268,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年１月　給与の支出について
1,065

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月　報酬の支出について
225,420

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 賃金　賃金 平成２７年１月　アルバイト賃金の支出について
1,423,976

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（１２月分）
181,929

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（１２月分）
524,175

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用サーバ装置等（増強分）借入（長期継続契約）経費の支出について（１２月分）
166,060

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員勤務情報システムサーバ関係機器等借入（長期継続契約）経費の支出について（１２月分）
155,088

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用ルータ装置借入（長期継続契約）経費の支出について（１２月分）
179,107

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワーク業務システム用サーバ装置等一式再借入経費の支出について（１２月分）
4,751,946

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター財務会計用校園端末装置等長期借入経費の支出について（１２月分）
33,825

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（１２月分）
3,616

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成26年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）の経費の支出について（１２月分）
486

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成26年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）の経費の支出について（１２月分）
18,090

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成26年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）の経費の支出について（１２月分）
25,488

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（１２月分）
1,443,103

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用サーバ装置等借入（長期継続）経費の支出について（１２月分）
344,196

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用東住吉特別支援学校端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（１２月分）
1,987

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センターネットワーク統合用集約ファイアウォールサーバ装置等借入（長期継続契約）の実施並びに同経費の支出について
48,168

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター業務用インターネットサーバ装置等長期借入経費の支出について（１２月分）
149,558
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市教育委員会校務支援サービス業務委託経費の支出について（第２２回中間払い】（１２月分）
55,409,427

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員人事給与事務に係るデータ入力業務委託の経費支出について（１２月分）
19,184

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 長池小学校職員室移転に伴う校務支援用パソコンＬＡＮ回線設置等作業業務委託の経費の支出について
172,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センターネットワーク統合用集約ファイアウォールサーバ装置等借入（長期継続契約）の実施並びに同経費の支出について
155,239

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用東住吉特別支援学校端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（１２月分）
14,083

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（１２月分）
13,396

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員勤務情報システムサーバ関係機器等借入（長期継続契約）経費の支出について（１２月分）
632,124

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員情報システム機器一式再借入経費の支出について（二期調達）（１２月分）
22,140

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用サーバ装置等借入（長期継続）経費の支出について（１２月分）
897,804

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員情報システム機器一式再借入経費の支出について（一期調達）（１２月分）
127,720

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワーク業務システム用サーバ装置等一式再借入経費の支出について（１２月分）
679,806

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター業務用インターネットサーバ装置等長期借入経費の支出について（１２月分）
238,680

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用ルータ装置借入（長期継続契約）経費の支出について（１２月分）
604,541

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター財務会計用校園端末装置等長期借入経費の支出について（１２月分）
1,012,219

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用サーバ装置等（増強分）借入（長期継続契約）経費の支出について（１２月分）
489,478

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（１２月分）
4,157,863

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ３）（１２月分）
203,767

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ５）（１２月分）
188,692

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ４）（１２月分）
485,931

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ２）（１２月分）
553,791

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（１２月分）
8,136

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ１）（１２月分）
195,085

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ１）（１２月分）
2,256,762

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ２）（１２月分）
2,051,532

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ３）（１２月分）
2,859,945

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ５）（１２月分）
2,689,666

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ４）（１２月分）
2,443,069

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（１２月分）
30,141

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ３）（１２月分）
107,597

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ２）（１２月分）
317,390

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（１２月分）
5,424

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ４）（１２月分）
308,409

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ５）（１２月分）
121,808

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ１）（１２月分）
116,495

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ３）（１２月分）
1,510,167

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（１２月分）
20,094

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ５）（１２月分）
1,736,282

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ２）（１２月分）
1,175,779

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ４）（１２月分）
1,550,555

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ１）（１２月分）
1,347,630

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ６）（１２月分）
167,095

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ６）（１２月分）
1,550,270

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ６）（１２月分）
163,385

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（１２月分）
1,809

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ６）（１２月分）
1,515,850

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（１２月分）
6,700

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　教員給 平成２７年１月　給与の支出について（改定清算）
16,578,735

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１月　給与の支出について（改定清算）
1,848,456
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１月　給与の支出について（改定清算）
1,300

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２７年１月　給与の支出について（改定清算）
25,929,901

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 給料　教員給 平成２７年１月　給与の支出について（改定清算）
4,348,298

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１月　給与の支出について（改定清算）
481,848

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１月　給与の支出について（改定清算）
19,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２７年１月　給与の支出について（改定清算）
6,301,535

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年１月　給与の支出について（改定清算）
5,858

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 給料　教員給 平成２７年１月　給与の支出について（改定清算）
5,809,557

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１月　給与の支出について（改定清算）
643,709

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１月　給与の支出について（改定清算）
15,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２７年１月　給与の支出について（改定清算）
7,868,201

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年１月　給与の支出について（改定清算）
5,658

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 給料　教員給 平成２７年１月　給与の支出について（改定清算）
70,547,030

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１月　給与の支出について（改定清算）
7,874,470

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１月　給与の支出について（改定清算）
63,406

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１月　給与の支出について（改定清算）
81,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２７年１月　給与の支出について（改定清算）
112,751,343

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年１月　給与の支出について（改定清算）
11,472

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 給料　教員給 平成２７年１月　給与の支出について（改定清算）
3,057,792

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１月　給与の支出について（改定清算）
339,950

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１月　給与の支出について（改定清算）
2,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２７年１月　給与の支出について（改定清算）
4,874,767

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年１月　給与の支出について（改定清算）
826

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 府費給与等口座振替支払い用データ伝送に係るパソコンサービス利用料金の支出について（１２月分）
10,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 教職員の退職手当について
285,565

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（１月分）の支出について
19,583,641

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 平成２６年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（１２月分）
229,392

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校務支援ICT用接続回線料に係る経費の支出について（１２月分）
498,960

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校園ネットワークシステム用メンバーズ(旧グループセキュリティ）使用料の支出について（１２月分）
540

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校務支援システム用ハウジングサービスの経費支出について（１２月分）
55,080

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校務支援システム用情報接続網利用にかかる通信回線料の支出について（１２月分）
91,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 教職員情報システム用専用回線使用料にかかる経費の支出について（１２月分）
56,160

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校園ネットワークシステム用メンバーズ(旧グループセキュリティ）使用料の支出について（１２月分）
907

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員情報システム用ＵＰＳバッテリ点検及び交換作業等委託経費の支出について
59,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 校務支援ICT用接続回線料に係る経費の支出について（１２月分）
736,560

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（１月分）の支出について
65,686,668

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成２６年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（１２月分）
1,174,176

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（１月分）の支出について
14,029,609

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成２６年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（１２月分）
509,328

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（１月分）の支出について
89,389,766

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成２６年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（１２月分）
77,760

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（１月分）の支出について
6,290,561

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成２６年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（１２月分）
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究用実験実習材料布外（１／５）購入の支出について
26,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 第６回二瓶弘行先生に学ぶ国語授業作り講座参加費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＩＴ収納映写ワゴン　外（仕様書）購入の支出について
518,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡声器　外（集約物品）購入の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸のこ講習資料　購入　他　の支出について
1,030
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 児童交通費の支出について
7,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「１００万回生きたねこ」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡声器　外（集約物品）購入の支出について
138,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（集約物品）購入の支出について
280,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 丸のこ講習資料　購入　他　の支出について
7,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 管理作業員特別講習受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育「伐木チェーンソー」受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育「伐木チェーンソー」受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡声器　外（集約物品）購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 応接セット　外（仕様書）購入の支出について
382,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 管理作業員安全衛生教育にかかる資料代等の支出について
2,469

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＩＴ収納映写ワゴン　外（仕様書）購入の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 管理作業員安全衛生教育にかかる資料代等の支出について
8,931

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 拡声器　外（集約物品）購入の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（集約物品）購入の支出について
280,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 拡声器　外（集約物品）購入の支出について
416,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
7,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
24,337

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 防災かみしばい全６巻購入の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　外（集約物品）購入の支出について
1,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイクロホン・ヘッドセット購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 バスケットリングネット外購入の支出について
48,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
3,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 小学生用電子辞書　購入の支出について
258,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ブックエンド外購入の支出について
20,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１１月分）　　　　　　　　の支出について
18,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験学習講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年　「盲導犬のお話」講師謝礼の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 １，２年韓国・朝鮮の遊び体験学習の講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 和太鼓演奏指導にかかる講師謝礼（１２月分）の支出について
96,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国の文化に触れる取組の講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 授業研究会（１２／５）講師謝礼の支出について
18,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育にかかる講師謝礼金（１２／１２）の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験学習講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動にかかる講師謝礼金の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校活性化推進事業　英語学習講師謝礼金の支出について
27,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校活性化推進事業　英語学習講師謝礼金の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食室用作業靴他購入の支出について
23,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 錆止め塗料　他購入の支出について
21,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛けプロジェクター　外　購入の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
329,297

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削用といし特別教育講習代外の支出について
1,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 いろはかるた外購入の支出について
121,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 撹拌棒　外購入の支出について
83,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木版画板他購入の支出について
49,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小学生用電子辞書　購入の支出について
273,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホテルパン用網　外　購入の支出について
30,326
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消しゴム（中）外購入の支出について
205,215

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス湯沸器　購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫用図書「にゃーご」他　購入の支出について
200,991

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤプレーヤー　購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 皮膚接合用テープ　外購入の支出について
103,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外の購入の支出について
164,269

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石けん液　外購入の支出について
14,029

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画ベニヤ　大　他　の購入にかかる経費の支出について
63,499

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　外（集約物品）購入の支出について
103,627

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パンジー苗購入の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用紙外の購入の支出について
178,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙、いろがみ、方眼工作ボール紙購入の支出について
30,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１１月分）　　　　　　　　の支出について
1,565,527

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１１月分）　　　　　　　　の支出について
617,822

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 運動遊びセット　他購入の支出について
69,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
15,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハロゲン電球外購入の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
164,371

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 精米外購入の支出について
6,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　他購入の支出について
59,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書き初め半紙外７点　購入の支出について
82,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　他　購入の支出について
73,686

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用合成洗剤外購入の支出について
18,489

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ外購入の支出について
80,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替補修工事の支出について
28,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替補修の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場整地工事の支出について
115,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替え補修の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス　補修工事の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールバルブ修繕工事の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具取替工事の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校長室窓ガラス取替工事の支出について
8,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書室外蛍光灯の修理の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 自動丁合機　修繕費の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 業務用冷凍冷蔵庫修理の支出について
22,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　移動シンク割れ溶接修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室牛乳保冷庫修理の支出について
39,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ドラムセット、ウィンドチャイム修理の支出について
9,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動ホッチキス修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 玄関インターホン修理の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 跳び箱頭部張替の支出について
36,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホテルパンテフロン加工の支出について
82,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜の修理の支出について
58,708
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 和太鼓運搬の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 鼓笛隊ユニフォームクリーニング処理手数料の支出について
15,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　損害保険料 卒業遠足傷害保険契約の支出について
2,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞会業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「ＦＯＸＥＳきつね」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木の剪定業務委託にかかる経費の支出について
94,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定業務委託の支出について
213,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
70,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小学校合同音楽鑑賞会児童参加費用の支出について
6,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 卒業遠足下見にかかる職員入場料（１／７）の支出について
13,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 借上げバスにかかる賃借料の支出について
71,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 運動遊びセット　他購入の支出について
328,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットライト購入の支出について
338,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 壁掛けプロジェクター　外　購入の支出について
279,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ふたりはきょうも」外購入の支出について
301,341

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書お天気博士になろう・外　購入の支出について
275,486

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用にじ・じいさん他読書感想画図書購入の支出について
32,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具の取扱安全衛生教育の受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削用といし特別教育講習代外の支出について
6,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱者特別教育受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱従事者安全衛生教育受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ２年性教育講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンシャトル　購入の支出について
41,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ギタースタンド外購入の支出について
49,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 会所のフタ他購入の支出について
7,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪府高校入試問題集２０１５外購入の支出について
21,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
41,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 琥珀リボン　他　購入の支出について
60,382

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 放電式記録タイマー外の購入の支出について
111,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　他　購入の支出について
41,526

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙紐外　購入の支出について
69,417

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール外購入の支出について
171,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 養生テープ外購入の支出について
28,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書架　外（仕様書）購入の支出について
1,112,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＢＤ・ＤＶＤプレーヤー　購入の支出について
10,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
89,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１１月分）　　　　　　　　の支出について
356,769

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　外購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター　購入の支出について
66,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレコーナー外購入の支出について
24,942

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘルメット　他　購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤、外購入の支出について
37,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パソコンソフト　外　購入の支出について
80,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
19,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アゴゴベル外購入の支出について
41,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除菌・消臭スプレー　外　購入の支出について
27,993

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 真ちゅう丸球ネジ締　外　購入の支出について
21,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１１月分）　　　　　　　　の支出について
1,187,189
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 つやだしニス　外　購入の支出について
64,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 引戸棚外購入の支出について
33,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
59,135

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
25,974

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　外（集約物品）購入の支出について
61,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール　外　購入の支出について
23,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 音楽用指導教本外１３点の購入の支出について
29,019

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室流しの配水管補修工事の支出について
33,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 南館４階美術室ガス栓取替工事の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送室　デスクアンプ修理の支出について
50,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 湯沸器取替修理の支出について
37,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ビデオカメラ修理の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内ＬＡＮサーバ―修理の支出について
131,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 レーザープリンタ修理の支出について
15,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 英語検定受験料の支出について
87,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「中国民族芸術」公演業務委託の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 音楽影絵劇「星の王子さま」公演業務委託の支出について
380,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ購入の支出について
54,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタルタイマー　購入の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 丁合機（集約物品）購入の支出について
421,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 引戸棚外購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架　外（仕様書）購入の支出について
1,819,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＨＤＭＩケーブル　外購入の支出について
203,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バレーボール　外　購入の支出について
61,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　購入の支出について
240,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
24,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 七宝絵の具他購入の支出について
84,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 センター試験過去問研究英語ＣＤ他購入の支出について
10,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１１月分）　　　　　　　　の支出について
211,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＮＡ鑑定キット購入の支出について
20,282

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用器具の購入の支出について
24,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　外（集約物品）購入の支出について
7,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 「産業教育関係執務提要」追録購入の支出について
13,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 バナナプラグ用ジャック他購入の支出について
106,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 球入冷却器ほか１点買入の支出について
43,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１１月分）　　　　　　　　の支出について
290,013

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル印刷機用マスターの支出について
213,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
40,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 キーホルダー台座他１０点買入の支出について
20,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ろくろ　外の購入の支出について
29,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 冷湿布外購入の支出について
82,879

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 グランド電灯回路漏電補修の支出について
16,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 工芸展案内状送付に伴うメール便料金（１／６）の支出について
27,306

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　外（集約物品）購入の支出について
1,576
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
5,281

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤他　購入の支出について
256,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１１月分）　　　　　　　　の支出について
89,873

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
32,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１１月分）　　　　　　　　の支出について
87,239

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定・地際撤去　業務委託の支出について
191,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 動物サークル用フェンス購入の支出について
43,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 メガホン外購入の支出について
68,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 文字指導シート購入の支出について
41,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 プリンター外購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 竹刀　購入の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボール支柱　外の購入の支出について
5,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 コンパクトデジタルカメラ購入の支出について
67,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 クリップボード他購入の支出について
25,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機購入の支出について
32,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 グロッケンスタンドの購入の支出について
42,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 手洗いチェッカーＬＥＤセット　購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 エアーコンプレッサー購入の支出について
24,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 双眼実体顕微鏡１台購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 画用紙棚購入の支出について
26,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛時計　購入の支出について
4,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 自転車（２６インチ）購入の支出について
21,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルタイマー外購入の支出について
64,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 上皿自動秤　外の購入の支出について
100,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 色付蒸発皿外購入の支出について
1,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館照明器具漏電補修の支出について
260,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防火扉補修工事の支出について
114,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西側外手摺悪所部補修及び塗装工事の支出について
691,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 管理作業員室電源増設補修工事の支出について
98,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス管補修工事の支出について
361,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替補修工事　被服実習室の支出について
18,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南門　門扉補修工事の支出について
137,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館入口扉ガラス入替補修の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 柔道場照明器具増設補修工事の支出について
429,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 更衣室照明回路修理の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 バスケットゴール補修工事の支出について
205,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂天井照明改修工事の支出について
111,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場足洗い場　漏水修繕工事の支出について
141,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 プールフェンス取付改修工事の支出について
559,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 新北島中学校便所整備工事の支出について
858,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 バレーボール支柱　外の購入の支出について
132,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 タブレットパソコン　購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタルタイマー外購入の支出について
63,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 屋内外用兼用エバーマット　他購入の支出について
281,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター購入の支出について
64,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタルビデオカメラの購入の支出について
134,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色画用紙四つ切（１００枚）他の購入の支出について
77,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プリンター購入の支出について
12,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたより帳他の購入の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 バケツの購入の支出について
5,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 給水管漏水調査及び修理工事の支出について
143,586

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 園外保育　六甲山スノーパーク付添い入場料の支出について
5,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援研修会にかかる講師謝礼金の支出について
24,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 サテン布購入の支出について
24,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　筆耕翻訳料 研究会　手話通訳料の支出について
11,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 １２月分実習講師謝礼の支出について
34,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「ホームレス問題に関する講話」講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 音楽鑑賞会にかかる講師謝礼金の支出について
14,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族学習講話にかかる講師謝礼金の支出について
6,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 音楽鑑賞会にかかる講師謝礼金の支出について
14,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験活動講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験活動講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活科手話の学習にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年生茶道体験学習講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年生茶道体験学習講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「お話会」（シフカブールカ）の講師謝礼金の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 道徳盲導犬の学習にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年生茶道体験学習講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年　異文化体験学習における講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年生茶道体験学習講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 音楽鑑賞会にかかる講師謝礼金の支出について
14,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域・生活体験学習　茶釜工房見学等の講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 視覚障がい学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 音楽鑑賞会にかかる講師謝礼金の支出について
14,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「高次機能障がい理解」講話にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 音楽鑑賞会にかかる講師謝礼金の支出について
14,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスタープリンター用感熱紙の購入の支出について
61,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フォームディスク　外　購入の支出について
68,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗石鹸液外購入の支出について
38,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハロゲンランプ　購入の支出について
39,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キッチンスプーン他購入の支出について
14,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 収納ケース購入の支出について
97,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土ほかの購入の支出について
51,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 筆ペン外　購入の支出について
32,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バーミキュライトほかの購入の支出について
8,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調機部品購入の支出について
68,169

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 世界地図　外　購入の支出について
191,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 条幅練習用書道用紙　外購入の支出について
43,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 長胴太鼓　外（仕様書）購入の支出について
164,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーインクジェットプリンタ購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
52,574

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン購入の支出について
237,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書道半紙外購入の支出について
185,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粉末消火器１０型　他購入の支出について
44,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒剤ほか保健用消耗品の購入の支出について
29,533

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削砥石の取替等業務特別教育受講料　外の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水拭きモップスペア購入の支出について
11,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プレート他購入の支出について
82,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラミネートフィルム外購入の支出について
62,942

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 吐しゃ物凝固剤・ポリ試薬ビン購入の支出について
22,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 昔のくらし体験学習材料購入（１／７）の支出について
3,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 下塗り用塗料外購入の支出について
71,253

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスボンベ　外　購入の支出について
25,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画和紙　外購入の支出について
151,761

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替え補修の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館２階２－２廊下側後扉窓ガラス入替工事の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 新館３階多目的室ガラス入替の支出について
5,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 包丁まな板殺菌庫修理の支出について
29,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室屋上排気ファン不良修理の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ボイラー修理の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ脚修理の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 冷凍冷蔵庫修理の修理の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
45,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室焼物機修理の支出について
32,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
19,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育倉庫シャッター鍵修理の支出について
31,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１／８）の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞公演業務委託の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 キッザニア甲子園　付添入館料の支出について
3,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 鯰江運動場利用にかかる使用料（１／７）の支出について
282,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 卒業遠足にかかる付添職員入場料（１／８）の支出について
20,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年卒業遠足ＵＳＪ下見職員入場料（１／７）の支出について
3,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 米作り体験にかかる精米代（１／８）の支出について
500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 長胴太鼓　外（仕様書）購入の支出について
530,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「一生の図鑑」外購入の支出について
355,303

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ちいちゃんのかげおくり」外購入の支出について
247,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「だじゃれ日本一周」他購入の支出について
376,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「かずの冒険」他購入の支出について
295,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「うしはどこでもモー！」外購入の支出について
286,815

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石の取替等業務特別教育受講料　外の支出について
9,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 公開授業研修会にかかる講師謝礼金の支出について
23,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権教育講話にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式ボール外購入の支出について
59,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 携帯用丸のこ盤作業従事者安全教育テキスト代外の支出について
1,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 研削砥石の取替に係る特別教育テキスト購入　外の支出について
1,080
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式電池外購入の支出について
52,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 草刈機購入の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メラミンスポンジ他購入の支出について
83,943

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート他購入の支出について
29,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ニス外購入の支出について
17,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 回転いす外購入の支出について
90,891

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 業務用扇風機　購入の支出について
102,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学級旗用布外購入の支出について
49,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール　外購入の支出について
75,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 特別教育（チェーンソー）受講テキスト購入外の支出について
2,674

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール、他購入の支出について
63,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マルチコンパス　他　購入の支出について
19,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館屋上高置水槽補修の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎ガラス入れ替えの支出について
1,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２階渡り廊下補修工事の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 　校内破損ガラス入替工事（緊急）の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート　修理の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 北館１階玄関外照明器具　修理の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ポスタープリンター修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 小便器節水器バルブ部修理の支出について
35,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大気ばい煙測定業務委託の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「大型人形劇三国志」公演業務委託の支出について
400,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 直線縫いミシン（電動ポータブル）購入の支出について
142,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「職場体験完全ガイド」外購入の支出について
290,353

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「この子を残して」外　購入の支出について
298,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　購入の支出について
18,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 研削砥石の取替に係る特別教育テキスト購入　外の支出について
9,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育　振動工具取扱作業　受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 丸のこ等取扱作業従事者特別教育受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育　携帯用丸のこ盤　受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育（チェーンソー）受講テキスト購入外の支出について
12,826

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤作業従事者安全教育テキスト代外の支出について
7,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 第２回　大阪市音楽団　学校別指導講師謝礼金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 映像デザイン科１１月分モデル謝礼の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 映画ソフト（外国語教授用）の購入経費の支出について
3,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 産業教育関係執務提要購入の支出について
27,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジ他　購入の支出について
71,739

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアオイル外の購入の支出について
75,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 指サック他の購入経費の支出について
21,497

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇購入の支出について
17,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 バケツ他購入の支出について
18,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 無個包装トイレットペーパー購入の支出について
72,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＬ１教室保守点検部品購入の支出について
11,707

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり　購入の支出について
94,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 男子小便器節水器補修工事の支出について
7,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 防具（剣道教授用）の修理請負経費の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスケットゴール取替修理（仕様書）の支出について
564,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 エアコン高圧洗浄の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 空調室内機フィルター清掃　業務委託の支出について
235,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 プール浄水装置保守点検業務委託の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査業務委託の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 ちはやふる２６他図書室用書籍購入経費の支出について
75,685

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部現場実習講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 名札　他　購入の支出について
32,617

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙他の購入の支出について
202,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ラワン合板外購入の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け金具外購入の支出について
68,018

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ワープロソフト他の購入の支出について
129,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｓ－Ｍ社会生活能力検査用紙　他　購入の支出について
50,257

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 タンバリン外購入の支出について
32,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理の支出について
13,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 丸のこ盤修理の支出について
1,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 コンプレッサー　修理の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 南側門扉付近樹木剪定業務委託の支出について
83,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 壁掛け金具外購入の支出について
72,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 １ｃｍ立方体外購入の支出について
10,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 充電式震動ドライバドリル外購入の支出について
92,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＯＡ用イス購入の支出について
32,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ハンディータイマー外購入の支出について
298,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ノート型黒板　外購入の支出について
192,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 案内板　購入の支出について
37,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 時間割作成ソフト　他　の購入の支出について
74,585

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機購入の支出について
18,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スリッパ　購入の支出について
84,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 テンキー購入の支出について
16,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 さすまた　購入の支出について
23,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館１階倉庫面サッシ窓ガラス補修工事の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガスヒートポンプ補修工事の支出について
108,561

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂壁面大型鏡取り外し工事の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関照明取り替え修理の支出について
58,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 鉄扉の修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 食堂天井部分張替補修工事の支出について
579,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館吊り下げバスケットゴール修繕工事の支出について
719,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 受水槽補修工事の支出について
374,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 調理室漏水修繕の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 渡り廊下の照明器具・スイッチの補修工事の支出について
102,091

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 網入刷りガラス入替工事の支出について
12,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎・北校舎境界部漏水補修工事の支出について
626,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 校内インターホン補修工事の支出について
234,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 ブロック塀扉新設工事の支出について
147,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電気窯の購入の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 運動場校舎壁面取付放送用スピーカー購入の支出について
163,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ゴムボールの購入の支出について
17,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外（集約物品）購入の支出について
14,418
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 移動式黒板　（集約物品）購入の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
16,653

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 床用ワックスの購入の支出について
10,303

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 ガス使用料（１２月分）　　　　　　　　　の支出について
256,693

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１１月分）　　　　　　　　　の支出について
7,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 スピーカー外購入の支出について
231,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 筝セット　購入の支出について
298,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１１月分）　　　　　　　　　の支出について
349

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域懇談会にかかる講師謝礼金（１２／６）の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習「中国を知ろう」の講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年生そろばん指導　講師謝礼代の支出について
3,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 盲導犬体験学習講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科特別授業にかかる講師料の支出について
6,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習「中国を知ろう」の講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域懇談会にかかる講師謝礼金（１２／６）の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 食育活動　講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域懇談会にかかる講師謝礼金（１２／６）の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はさみ外購入の支出について
185,887

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール５号球外１点購入の支出について
34,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ５年学級文庫用図書「詩の風景」外購入の支出について
89,831

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 英語指導用教材　購入の支出について
38,341

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ケジャ　購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙　購入の支出について
13,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め半紙　外購入の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 移動式黒板　（集約物品）購入の支出について
49,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーボックス購入の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
122,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ピンバッジの購入の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
377,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画水性インク外３点購入の支出について
15,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハングルマグネット外の購入の支出について
23,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニカド電池購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 寒暖計外購入の支出について
235,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
336,701

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 移動式バスケットボール板　外　購入　の支出について
177,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新　教育法規質疑応答集追録購入の支出について
5,553

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダブルダッチシングルスロープ購入の支出について
11,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット購入の支出について
149,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
226,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール袋　外購入の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め用半紙　他　購入の支出について
69,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テフロン用サーバー外購入の支出について
17,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雪ひらなべ外購入の支出について
27,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小学国語辞典　購入の支出について
76,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル外購入の支出について
15,860
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 採点ペン　インク　外　購入の支出について
39,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
326,571

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絆創膏　他　購入の支出について
18,817

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用ガス　外購入の支出について
81,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書画カメラ　外　購入の支出について
94,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 複合機用感光体ユニット外購入の支出について
32,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 障害物ネット　外　購入の支出について
69,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 とびなわ購入の支出について
201,761

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外（集約物品）購入の支出について
14,418

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーランク購入の支出について
46,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミバスケットボード外購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外の購入の支出について
89,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用図書「にじ・じいさん」外　購入の支出について
25,923

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 長靴外購入の支出について
13,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車　購入の支出について
67,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土外購入の支出について
86,594

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書道用太筆　他購入の支出について
189,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 横浜版　学習指導資料　国語科他購入の支出について
11,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修理用塗料他購入の支出について
19,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙　８切購入の支出について
4,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画インク購入の支出について
28,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キャベツの苗　外　購入の支出について
2,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 一版多色刷りセット購入の支出について
28,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　他購入の支出について
96,202

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 羽子板の羽根　外９点の購入の支出について
67,771

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ（金・銀）外　購入の支出について
90,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用カーテン　他　購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携他購入の支出について
88,119

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外（集約物品）購入の支出について
23,058

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外（集約物品）購入の支出について
65,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 草刈機外購入の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ４年学級文庫用図書「学校を飾ろう」外購入の支出について
7,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
134,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掛け時計外購入の支出について
65,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンターインク　購入の支出について
47,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クロス（壁紙）外購入の支出について
72,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガザニア苗　外　購入の支出について
13,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞　購読の支出について
3,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 四切画用紙　外　購入の支出について
96,033

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両面印刷ユニット　購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体験学習「昔のくらし」実習材料費（１／９）の支出について
3,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス　外１点の購入の支出について
127,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液体消毒石鹸他購入の支出について
36,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラップ　外　購入の支出について
9,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　他購入の支出について
232,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗購入の支出について
29,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
16,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸の土　外購入の支出について
2,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンター外購入の支出について
77,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
1,331,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ノートパソコン　外　購入の支出について
10,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）印刷の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）印刷の支出について
37,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）印刷の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
29,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）印刷の支出について
44,226

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期分）印刷の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）印刷の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）印刷の支出について
36,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）印刷の支出について
40,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（１２月分）　　　　　　　　　の支出について
32,534,781

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓硝子補修工事の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓硝子補修工事の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ミーティングルームトイレ補修工事の支出について
29,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替補修工事の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入れ替え工事の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス補修の支出について
8,683

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場漏水補修工事の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関屋根ガラスシーリング補修工事の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ポンプ室マンホールパッキン取替工事の支出について
17,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋上引違戸錠取替補修工事の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 コンセント増設工事の支出について
33,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 硝子入替工事の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 南門及外柵塗装工事の支出について
194,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館３階５年２組教室廊下側窓ガラス入替えの支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 事務管理室　道路側窓ガラス取替の支出について
11,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 図工準備室耐熱工事の支出について
148,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 空調機修理の支出について
169,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎窓ガラス入替補修の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物器修理の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 家庭科室湯沸器修理の支出について
14,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室固定釜修理の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
17,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 シリンダー交換作業の支出について
11,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室フードスライサー修理の支出について
9,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜　修理の支出について
37,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスマイクロホン修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　フードスライサー修理の支出について
31,557

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
16,826

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
59,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修繕の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
33,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホテルパン他のテフロン加工の支出について
23,976
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン外修理の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機　修理の支出について
126,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機のリサイクル運搬料外の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１１月分）　　　　　　　　　の支出について
1,728,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる交通費・観覧料（１／９）の支出について
9,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年社会見学（１／９）にかかる参加児童交通費の支出について
17,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 包丁とぎ　手数料の支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機のリサイクル運搬料外の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 赤ちゃん先生プロジェクト業務委託の支出について
103,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 給食室屋外雑排水管・桝清掃業務委託の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「魂の鼓動」公演業務委託の支出について
282,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 韓国王様衣装外借入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる交通費・観覧料（１／９）の支出について
10,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる付添職員観覧料（１／９）の支出について
720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 移動動物園による動物とのふれあい体験活動の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 薬品戸棚　購入の支出について
151,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコン　外　購入の支出について
188,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 跳び箱購入の支出について
123,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板機能内蔵プロジェクターの購入の支出について
178,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（集約物品）購入の支出について
565,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレス教材提示装置購入の支出について
254,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
9,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「あっちゃんあがつく」外　購入の支出について
372,817

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「大阪ことばあそびうた」他　購入の支出について
238,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 「オウマガドキ学園」外図書室用図書購入の支出について
132,971

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ウォーリーを探せ！」外購入の支出について
360,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「例解学習漢字辞典」購入の支出について
203,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 ５年学級文庫用図書「詩の風景」外購入の支出について
137,983

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ひまわりのおか」外　購入の支出について
364,989

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「どうぶつの赤ちゃん」外購入の支出について
370,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「りんごかもしれない」外購入の支出について
377,633

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 ４年学級文庫用図書「学校を飾ろう」外購入の支出について
207,059

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　漢字のなりたちの王様他の支出について
323,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 「怪談図書館第１期」外図書室用図書の購入の支出について
389,707

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書購入の支出について
26,341

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石試運転講習費の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯丸のこ盤取扱業務に係る特別講習受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業者外安全衛生教育等受講料の支出について
29,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー業務に係る特別講習受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業講習外にかかる受講料の支出について
21,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤外　特別教育講習受講料の支出について
42,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー講習受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 有機溶剤取扱業務従事者安全衛生教育講習外受講料の支出について
26,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 障がい者問題学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリント作成ＣＤソフト購入の支出について
13,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチックバット購入の支出について
12,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 移動式黒板　（集約物品）購入の支出について
16,632
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土外購入の支出について
5,713

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
33,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館用図書「ガマ」他１４０冊購入の支出について
2,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アーク溶接作業　特別教育講習受講料　外の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アーク溶接特別教育　テキスト・受講料の支出について
1,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電動工具類等の特別教育等受講料・テキスト代の支出について
2,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 涙液型目薬外　購入の支出について
27,162

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス外購入の支出について
35,613

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 氷のう外購入の支出について
99,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット外購入の支出について
29,781

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター購入の支出について
96,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋　他購入の支出について
81,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 エレベーターボタン修理用部品購入の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
143,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ノートＰＣ他の購入の支出について
61,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルトナーカートリッジ購入の支出について
15,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙他購入の支出について
64,533

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
54,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
112,557

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ外購入の支出について
49,626

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯洗剤　他　購入の支出について
76,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
492,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 速乾性手指消毒剤他購入の支出について
48,357

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーブック　外　購入の支出について
57,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式ニッケル水素電池　外　購入の支出について
9,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール　他購入の支出について
124,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外（集約物品）購入の支出について
99,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メラミンスポンジ購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 合鍵の購入の支出について
11,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性つやだしニス他４点購入の支出について
25,714

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアオイル外購入の支出について
183,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール外購入の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 伸縮包帯外購入の支出について
19,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 珪酸カルシウム板外　購入の支出について
32,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板購入の支出について
26,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ外購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
214,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手動式真空ポンプ、他購入の支出について
41,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
66,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 校長室ガスヒーポン修理部品購入の支出について
9,838

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レザック紙　外購入の支出について
44,777

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 中学校の音楽１指導書指導用ＣＤ外購入の支出について
89,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 速乾性手指消毒剤　外　購入の支出について
62,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 湯沸器（ガス小型湯沸器）　購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤーＲＯＭ「よっしゃ合格君」Ｐ検４級版外購入の支出について
19,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 数学用プリント作成ソフトほか　購入の支出について
33,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 元止湯沸器外購入の支出について
35,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（１２月分）　　　　　　　　　の支出について
3,932,309
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 防球ネット補修工事の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 排水管つまり補修工事の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 シャッター錠補修工事の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館３階男子便所洋式便器排水詰り補修工事の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス破損補修工事の支出について
8,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 チューバ修理の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット　外　修理の支出について
1,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 トランペット他修理の支出について
92,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 事務室湯沸かし器点検修理の支出について
4,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 カラープリンター修理の支出について
29,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折り機修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
30,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バレーネット修理の支出について
11,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫処分リサイクル料金及び収集運搬費の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１１月分）　　　　　　　　　の支出について
1,099,674

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫処分リサイクル料金及び収集運搬費の支出について
9,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 はっぴクリーニングの支出について
7,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞業務委託の支出について
450,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査　業務委託の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（集約物品）購入の支出について
282,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 引き違い扉の購入の支出について
100,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ノートＰＣ他の購入の支出について
299,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書『名探偵コナン　第８４巻』外購入の支出について
117,406

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「鳥獣戯画」外購入の支出について
192,491

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室図書「日本のカタチ２０５０」外購入の支出について
325,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ガマ」他１４０冊購入の支出について
235,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「科学感動物語」　外　購入の支出について
349,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「立体切り紙１２か月」外購入の支出について
338,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接作業　特別教育講習受講料　外の支出について
21,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 電動工具類等の特別教育等受講料・テキスト代の支出について
16,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ、振動工具取扱作業講習受講料の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別教育　テキスト・受講料の支出について
19,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
40,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
69,282

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外（集約物品）購入の支出について
26,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
31,266

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（１２月分）　　　　　　　　　の支出について
3,269,341

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１１月分）　　　　　　　　　の支出について
159,354

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大学見学貸切バス料の支出について
142,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「仙丹の契り　僕僕先生」外図書購入の支出について
126,155

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 丸のこ等取扱い安全衛生教育講習会受講料１／８の支出について
5,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
23,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
31,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 移動式黒板　（集約物品）購入の支出について
16,632



平成26年度（平成27年01月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
11,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（１２月分）　　　　　　　　　の支出について
1,788,331

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１１月分）　　　　　　　　　の支出について
100,354

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 担架収納箱購入の支出について
38,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 直線ミシン　購入の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボール購入の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 彫刻刀外購入の支出について
59,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外（集約物品）購入の支出について
112,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 片袖机外購入の支出について
41,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ケース一体型マグネットスクリーン他購入の支出について
49,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 レンチ　外購入の支出について
15,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 けん玉他購入の支出について
7,874

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 セキュリティフロアケース外購入の支出について
19,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 タイルカーペット　購入の支出について
8,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ガラス引違書庫の支出について
71,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 体重計　購入の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケットボール購入の支出について
18,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 学校体育用ソフトボール購入の支出について
4,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マレット外購入の支出について
21,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 毛布　購入の支出について
1,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボール購入の支出について
19,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 消火器購入の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 自転車　購入の支出について
12,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 回転釜用ステンレス製蓋他購入の支出について
160,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤコンポ　購入の支出について
58,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルカメラの購入の支出について
114,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 自転車購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
185,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ファックス機の購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミシン購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 充電式ブロワ購入の支出について
25,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＨＤＤビデオカメラ購入の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケットボール購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 直定規購入の支出について
6,473

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 加湿機　外　購入の支出について
52,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ６年１組教室窓ガラス補修工事の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 正門スライド門扉下アングル補修工事の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２－３前廊下窓ガラス補修工事の支出について
17,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館照明器具電球取替補修工事（追加分）の支出について
18,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 排水管漏水工事の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場スピーカー不鳴補修の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室Ⅰ・Ⅱ照明器具取替工事の支出について
198,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３年１組教室運動場側透明窓ガラス補修の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 正門鍵取付金物補修の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 廊下誘導灯補修工事の支出について
80,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 窓硝子入替工事の支出について
52,164
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂舞台中幕レール破損補修工事の支出について
446,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消火水槽複式ボールタップ取替工事他の支出について
211,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館照明器具電球取替補修工事の支出について
111,283

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置　Ａ－１フィルター修理の支出について
222,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎４Ｆ調理室排水管漏水修理工事の支出について
274,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス補修の支出について
9,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
18,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 モニター付インターホン制御盤配線補修工事の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 インターホン配線等補修工事の支出について
160,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 校舎外灯外改修工事の支出について
281,237

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（集約物品）購入の支出について
565,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター購入の支出について
235,011

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ゴミ保管庫　購入の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 打込台購入の支出について
94,001

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 裁断機購入の支出について
84,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
78,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 お茶遊び講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 「絵本の読み聞かせ」にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 英語で遊ぼうの講師謝礼の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 排水用水中ポンプ、排水ホース　購入の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 インターホン増設及びコンセント増設工事の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１１月分）　　　　　　　　　の支出について
5,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 　アユース材　他の購入の支出について
164,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ボランティア体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育にかかる講師謝礼金（１２／１６）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動講師謝礼の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動講師謝礼の支出について
48,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 出前授業にかかる講師料の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 総合的学習（在日外国人学習）講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 化粧板　外購入の支出について
27,918

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テンキー電卓外購入の支出について
99,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
83,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 皮むき器外購入の支出について
53,503

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スパテラ外購入の支出について
36,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジ外購入の支出について
33,534

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジの購入の支出について
103,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画インキ　外　購入の支出について
35,355

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 傷口消毒薬　外　購入の支出について
40,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙他購入の支出について
51,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作文用紙　外　購入の支出について
63,221

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外購入の支出について
20,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アーク溶接特別教育受講料他の支出について
1,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液他購入の支出について
16,632
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マークシート用紙購入の支出について
28,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 かみしばい「たのしいね！きせつの行事」外購入の支出について
19,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書室用図書整備にかかるラベル他購入（１／９）の支出について
7,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書画カメラ　外購入の支出について
15,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラワンベニヤ購入の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 温湿度計外購入の支出について
60,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め用紙外購入の支出について
47,311

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋　外購入の支出について
96,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アーク溶接等の業務特別教育受講料（１／１３）の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）印刷の支出について
47,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 図工準備室電気工事の支出について
129,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機障害修繕の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンタ修理の支出について
58,557

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送室　デスクアンプ修理の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 湯沸かし器修理の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスアンプ修理の支出について
25,569

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食用屋外冷蔵庫修理の支出について
12,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス固定釜修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 音声調整卓（チャイム）修理の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　焼物機修理の支出について
133,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外活動児童交通費（５年朝日新聞）１月１３日の支出について
19,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビリサイクル料及び回収料の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動の充実にかかる参加児童交通費（５年）の支出について
7,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電リサイクルに伴う回収運搬料の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビリサイクル料及び回収料の支出について
2,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 家電リサイクルに伴う回収運搬料の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 防虫作業の業務委託の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小学校合同音楽鑑賞会鑑賞料の支出について
222,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ　外購入の支出について
140,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 かみしばい「たのしいね！きせつの行事」外購入の支出について
261,523

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯丸のこ等取扱特別教育受講料（１／２１）の支出について
8,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー　特別教育講習受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし特別教育受講料の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接等の業務特別教育受講料（１／１３）の支出について
20,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱者特別教育講習受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 研削砥石安全講習外　受講料の支出について
42,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別教育受講料他の支出について
19,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ２年生看護師出前授業にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解聞き取り学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解聞き取り学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解聞き取り学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解聞き取り学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽部の楽器実技指導用謝礼金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解聞き取り学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解聞き取り学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権教育学習（７年）講師謝礼の支出について
5,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権教育校内研修用講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 葉牡丹購入の支出について
6,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車　外の購入の支出について
55,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ヤスリ　外　購入の支出について
28,663

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
180,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 修正ボールペン　外購入の支出について
135,439

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電源タップ外の購入の支出について
16,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 玄関マット外の購入の支出について
37,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホースリール他の購入の支出について
136,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布　外　購入の支出について
47,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 受水槽パイロット弁外補修工事の支出について
113,281

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 トロンボーン　外　修理の支出について
71,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ弦修理の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 男子便所感知式ハイタンク修理の支出について
72,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 チューバ外修理の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
25,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビリサイクル手数料他の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷凍設備保安検査手数料の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 テレビリサイクル手数料他の支出について
2,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 パソコン回収リサイクル処理手数料の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「１４歳の君へ」外購入の支出について
154,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー講習　受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 粉じん作業特別教育受講料の支出について
6,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（１２月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 英語科講演会にかかる講師謝礼金の支出について
26,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１２月分）の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（１２月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 一液ウレタン塗料　外の購入の支出について
63,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶クリーナー他購入の支出について
15,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　他の購入の支出について
25,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 日経流通新聞購読料の支出について
6,291

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 解剖実習材料の購入経費の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 建築設備家具定規購入の支出について
7,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 学校説明会案内用書類送付（１／９）用送料の支出について
70,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「日本人のしきたり」他購入の支出について
59,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機外　リサイクル回収料および運搬料の支出について
7,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機外　リサイクル回収料および運搬料の支出について
4,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 裁ちばさみ購入の支出について
13,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 まな板　購入の支出について
18,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 大阪市旗　購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 旗用ポールほか　購入の支出について
63,522

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 自転車　購入の支出について
12,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケットボール外購入の支出について
101,617

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 紙芝居舞台　外　購入の支出について
26,418

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 手動鉛筆削り　他購入の支出について
15,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 佃中学校　漏水補修工事の支出について
378,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラスの入替補修の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東館３階男子トイレ小便器自動洗浄器取付工事の支出について
254,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４号館３階男子トイレ小便器排水管詰り補修の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 排水会所改修工事の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 バスケットボール外購入の支出について
61,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 クラリネット購入の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 コンサート講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ふくはうちおにもうち外絵本購入の支出について
8,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
14,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ハンドベル３セット購入の支出について
11,826

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉄棒　購入の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 洗濯機収集運搬料及びリサイクル料の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 洗濯機収集運搬料及びリサイクル料の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 英語科グループ研究にかかる講師への謝礼金の支出について
67,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 パーティション外購入の支出について
128,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
4,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
29,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 からくり人形用工作キットの購入の支出について
22,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 １２月分実習講師謝礼の支出について
25,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん指導講師謝礼金の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年そろばん学習指導講師謝礼の支出について
5,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族講師の学級への入り込みに伴う謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 花畑体験学習にかかる講師料の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「高次機能障がい理解」講話にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略予算（読み聞かせ体験学習）講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習「大阪しろなを食べよう」講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年自然体験学習　わんど学習にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん指導講師謝礼金の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「おはなし会」にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国茶道体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育学習講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードスライサベルト　購入の支出について
13,143

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木櫂　外　購入の支出について
38,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め用半紙　外購入の支出について
91,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外購入の支出について
86,097

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 明礬外購入の支出について
7,387

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外の購入の支出について
63,519

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め用半紙外　購入の支出について
58,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ケース一体型マグネットスクリーン購入の支出について
249,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携　外購入の支出について
85,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 感光体ユニット　外　購入の支出について
84,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削用といし取り替え講習受講料ほかの支出について
1,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 携帯型双眼実体顕微鏡５台外購入の支出について
206,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
689,563

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー外購入の支出について
47,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 創傷用消毒液他購入の支出について
9,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒薬他購入の支出について
30,589
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジモップスペアの購入の支出について
28,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 脚立　外購入の支出について
71,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室床用ワックス外購入の支出について
52,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　外購入の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作文用原稿用紙　外購入の支出について
14,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 毎日小学生新聞購入（１２／１２発行分）の支出について
7,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ちりとり　外購入の支出について
65,102

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用ガス　外購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フローリング床コート剤外購入の支出について
50,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 殺菌消毒剤　外購入の支出について
42,841

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め用紙　外１２点の購入の支出について
66,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 材木角材他購入の支出について
23,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導教材「体育学習カード下学年」他購入の支出について
35,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書道用半紙　外　購入の支出について
55,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス購入の支出について
43,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラワンベニヤ購入の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 八切画用紙外購入の支出について
24,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター外購入の支出について
42,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 三角ホー他購入の支出について
25,326

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンターほか　購入の支出について
55,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル変調器ほかの購入の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 くりかえし練習帳　かけ算・わり算ほか　購入の支出について
370,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード購入の支出について
24,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター用キャリングケース　外購入の支出について
262,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カードリーダー　外購入の支出について
39,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 みのからだのおもしろ新聞（４月～１１月）購読料の支出について
3,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 琴柱外購入の支出について
19,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料　外　購入の支出について
72,927

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体験学習実施に伴う材料購入（１／１４）の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
660,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）印刷の支出について
40,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）印刷の支出について
42,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷（２学期分）の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期分）印刷の支出について
46,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞「こども安立」前期分　印刷の支出について
64,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）印刷の支出について
41,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞２学期印刷の支出について
42,282

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）印刷の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
29,106

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（二学期）印刷の支出について
42,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞　印刷の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
43,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞２学期印刷の支出について
42,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（１２月分）　　　　　　　　　の支出について
58,466

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 洋式便器通管工事の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３階図書室出入口扉ガラス入替工事の支出について
3,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
43,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 防球ネット　修理　請負の支出について
114,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 リヤカー修理　請負　１／１４の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 スライサープレート盤修理の支出について
11,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜　修理の支出について
14,067

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 冷凍庫修理の支出について
30,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 移動式バスケット台　補修の支出について
156,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機　修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
100,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜の修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサ修理の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フライヤー　修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 緞帳下部パイプ袋修理の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 元止湯沸器　修理の支出について
7,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサーの修理の支出について
38,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
15,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 玄関扉錠取り替え修理の支出について
18,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電リサイクル料金及び家電リサイクル回収料の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学参加児童の交通費・観覧料（１／１４）の支出について
3,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習（１／１４）にかかる参加児童交通費の支出について
5,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１／１４）の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験的な活動にかかる参加児童交通費（１／１４）の支出について
9,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（１／１４）の支出について
22,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費（１・１４）の支出について
19,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 リサイクル回収料（テレビ）　外の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 漢字検定受験料の支出について
294,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 リサイクル回収料（テレビ）　外の支出について
2,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 家電リサイクル料金及び家電リサイクル回収料の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「西遊記」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 エアコン洗浄業務委託の支出について
171,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 卒業遠足（キッザニア甲子園）付添にかかる入場料の支出について
3,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学参加児童の交通費・観覧料（１／１４）の支出について
11,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 指導用オルガン　購入の支出について
146,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ミストファン　購入の支出について
209,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　学研まんが世界の歴史外購入の支出について
193,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　「妖怪探検図鑑」外の購入の支出について
249,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書かにむかし外１５１件購入の支出について
214,002

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用児童図書「くまの子ウーフ」他購入の支出について
383,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「西遊記　上」　他購入の支出について
396,783

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし特別教育　受講料（２名分）の支出について
15,000



平成26年度（平成27年01月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 研削といしの取替え等の業務講習受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削用といし取り替え講習受講料ほかの支出について
6,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「土曜スクール」実施にかかる講師謝礼の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「土曜スクール」実施にかかる講師謝礼の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「英語夜間講座」実施にかかる講師謝礼の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「土曜スクール」実施にかかる講師謝礼の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「英語夜間講座」実施にかかる講師謝礼の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「土曜スクール」実施にかかる講師謝礼の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「英語夜間講座」実施にかかる講師謝礼の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 丸のこ等取扱作業従事者教育受講料等の支出について
1,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 折畳式三人掛　購入の支出について
43,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ミョウバン外購入の支出について
35,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外購入の支出について
50,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光チョーク、他購入の支出について
88,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール他購入の支出について
53,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ－ＲＯＭ「スタディエイド」外　購入の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 モバイルプロジェクター外購入の支出について
154,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 おはながみ外購入の支出について
16,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー外購入の支出について
28,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
396,387

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ他購入の支出について
68,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
305,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用防藻剤購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電池式噴霧器　外　購入の支出について
37,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 土壌改良材　外　購入の支出について
4,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バーコードリーダー外購入の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯外購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙他９点購入の支出について
20,811

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自動フタ付ゴミ容器の購入の支出について
15,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙外の購入の支出について
52,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＵＨＦ・ＦＭ増幅器購入の支出について
24,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 伸縮ネット包帯　外購入の支出について
31,473

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンター用トナーカートリッジ外購入の支出について
143,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボールネット　購入の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスネット交換用ワイヤー外購入の支出について
105,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレススピーカー　外購入の支出について
80,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料　外の購入の支出について
58,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マルノコスタンド他購入の支出について
42,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤　外　購入の支出について
89,206

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ピアノ専用椅子他購入の支出について
32,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ピロティ防球ネット補修工事の支出について
96,033

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替工事の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 インボディレンタル料の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 無線アクセスポイントの購入の支出について
288,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレススピーカー　外購入の支出について
71,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バーコードリーダー外購入の支出について
241,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 フリューゲルホルン購入の支出について
136,058
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 丸のこ等取扱作業従事者教育受講料等の支出について
7,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１２月分）の支出について
74,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 「異文化理解」講演会講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇講師謝礼金（１２月分）の支出について
37,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 「異文化理解」講演会講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１２月分）の支出について
74,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 七宝焼き用釉薬他購入の支出について
38,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒出席簿外の購入の支出について
101,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 水性下地塗料外購入の支出について
99,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 学習ソフト「スタディエイド数学入試」購入の支出について
11,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷インク他の購入の支出について
172,627

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 両開き扉（ベース付き）買入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
127,143

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
22,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ヨウ化カリウム外の購入の支出について
177,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 草刈用チップソー他購入の支出について
13,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 粉末消火器購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 武道体験教室用なぎなた刃部ほか購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒出席簿印刷の支出について
53,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
213,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 校舎清掃用ガラスクリーナー他購入の支出について
187,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ロングマットカバー購入の支出について
174,302

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 産業教育関係執務提要追録の購入の支出について
13,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マザーボード他購入の支出について
74,319

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スピーカー外の購入の支出について
271,771

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
92,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 ポスター他の印刷の支出について
82,274

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 大型スクリーン取付工事の支出について
191,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタル印刷機の修理の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 １年生大学見学会　大型バス賃借料の支出について
499,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「岡本太郎」外の購入の支出について
227,378

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書　「高等学校社会と情報」　購入の支出について
81,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用トナーカートリッジ購入の支出について
33,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
14,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 抗菌ジョイントマット外購入の支出について
53,686

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク外購入の支出について
208,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
28,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミニコンポ修理の支出について
5,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスマイク外購入の支出について
166,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カウベル外購入の支出について
40,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機外購入の支出について
82,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 園芸用三脚　外３点購入の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 日章旗　購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 発表ボード　外　購入の支出について
71,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カラーポスト購入の支出について
5,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ６台購入の支出について
23,976
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ステレオシステム購入の支出について
40,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 将棋セット外購入の支出について
8,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 波動実験器用部品購入の支出について
42,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　　　案内板購入の支出について
53,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛時計購入の支出について
5,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パウチラミネーター購入の支出について
16,411

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 加湿器外購入の支出について
75,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ教材「徒然草」　外　購入の支出について
139,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 三脚　外購入の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 パイプスペース雨漏り補修工事の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自動火災報知設備幹線補修工事の支出について
322,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室３槽シンク給湯管漏水修理補修工事の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自転車置き場横通路土間補修工事の支出について
265,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室　回転釜取換補修工事の支出について
361,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北中島小学校　プール階段床面防水塗装補修工事の支出について
197,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ６－１ガラス入替工事の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 マグネットスクリーン購入の支出について
32,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター購入の支出について
127,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 三脚　外購入の支出について
69,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ビジネスプロジェクター　購入の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 丁合機購入の支出について
394,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 冷蔵庫　購入の支出について
42,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 「英語で遊ぼう」にかかる講師謝礼の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 折紙整理ケースの購入の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 プール横樹木（フェニックス）伐採の支出について
202,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレットＰＣ　他購入の支出について
364,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 液晶プロジェクター　外　購入の支出について
120,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 二瓶先生に学ぶ国語授業づくり講座資料代１／１５の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 黒澤俊二先生との算数教室資料代（１／１５）の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 お道具箱整理ケースの購入の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　外　購入の支出について
148,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 焼杉プランター外購入の支出について
34,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞（４～１１月号）購入の支出について
3,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレー用ネット他購入の支出について
13,953

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダンボールはさみ他購入の支出について
42,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
19,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外購入の支出について
33,299

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 参加・体験型学習　手話講師への花束購入の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折り紙外　購入の支出について
299,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調機器ＧＨＰ修理用部品購入の支出について
5,101

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポーツタイマー　外　購入の支出について
69,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「漢検１０級漢字学習ステップ」の購入の支出について
960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腕時計他購入の支出について
155,877

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙４切他購入の支出について
102,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリラインテープ　購入の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫用図書「もりのへなそうる」外購入の支出について
334,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 しきつめ図形説明器外購入の支出について
28,425
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤外購入の支出について
13,445

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス　外　購入の支出について
157,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スペアモップ外　購入の支出について
67,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 脚立４段外購入の支出について
22,953

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育受講料外の支出について
1,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫「甲虫記神カブト・クワガタ」他　購入の支出について
168,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペン　外購入の支出について
72,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画インキ他　購入の支出について
18,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
46,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　８つ切　外　購入の支出について
52,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 採点ペン用インク　外８点購入の支出について
64,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 和紙　外　購入の支出について
40,737

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙８切　他購入の支出について
257,571

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター原紙購入の支出について
58,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 波板外購入の支出について
34,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 男子小便器センサー部品　購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画絵具（インキ）購入の支出について
16,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 日用品ジャケット外購入の支出について
315,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アコーディオン肩掛けバンドの購入の支出について
10,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動ホッチキス針外購入の支出について
30,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
141,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マス目付模造紙他購入の支出について
68,223

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｂ４更紙他購入の支出について
60,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ　外　購入の支出について
30,003

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体験学習「伝統文化・茶道」実習材料費（１／１５の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期分）印刷の支出について
39,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷　２学期分の支出について
42,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷（２学期）の支出について
44,323

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）印刷の支出について
33,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
51,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
62,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
35,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（二学期）印刷の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期分）の印刷の支出について
47,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）印刷請負の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓硝子補修工事の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス破損修理の支出について
66,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 普通教室　出入口ガラス入替工事の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室の床補修工事の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋外電源コンセント工事の支出について
127,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 旧受水槽満減水警報盤外補修の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書室　出入口ガラス入替工事の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス配管修理の支出について
1,857

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室のコンセント外取替補修の支出について
18,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
14,472
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ラミネーター修理の支出について
9,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
22,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミニバスケットスタンド修理の支出について
34,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピアノ修理の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動ミシン調整修理の支出について
40,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
32,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理・点検の支出について
23,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ジャングルジム補修の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オートロック電源コンデンサ修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転釜修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 三層シンク排水水漏れ修理の支出について
17,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 乾燥機修理の支出について
11,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習の児童交通費・利用料（１／１５）の支出について
14,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学　参加児童交通費（１／１５）の支出について
14,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年社会見学（国立国際美術館）参加児童の交通費の支出について
9,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学にかかる参加児童交通費（１／１５）の支出について
5,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（１／１５）の支出について
20,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる参加児童交通費（１／１５）の支出について
4,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（１／１５）の支出について
6,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費外　１／１５の支出について
1,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年社会見学にかかる児童交通費（１／１５）の支出について
32,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費外　１／１５の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習の児童交通費・利用料（１／１５）の支出について
15,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 図書室用閲覧テーブル購入の支出について
344,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポーツタイマー　外　購入の支出について
223,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「いきもの写真絵本」他購入の支出について
288,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「へんしんシリーズ」他購入の支出について
341,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「まよなかのたんじょうかい外」購入の支出について
54,637

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「日本と世界のおはなし集」外購入の支出について
125,019

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「うどんのうーやん」他購入の支出について
10,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「どこどこ？セブン」外購入の支出について
273,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育受講料外の支出について
7,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石試運転取替特別教育講習受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具の取扱安全衛生教育受講料　２名分の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色ＰＰＣ用紙外購入の支出について
87,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 竹刀　外　購入の支出について
9,077

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコックの購入の支出について
29,646

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンキ外購入の支出について
137,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 巻ダンボールほか購入の支出について
66,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 枝付き試験管　外　購入の支出について
23,473

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 衣類乾燥機購入の支出について
31,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ノート　外購入の支出について
44,631

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 美術教材「ドライポイント樹脂」ほか　購入の支出について
28,647

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞購読料４～１１月の支出について
4,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球用防球フェンス外購入の支出について
33,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 日用品トレーナー外購入の支出について
315,614
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グラウンドマーカーほか購入の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤外購入の支出について
57,942

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイクロニッパー　他　購入の支出について
67,591

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞（４～１１月分）購読の支出について
3,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 エタノール（理科実験用）　外購入の支出について
18,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーホルダー外購入の支出について
8,553

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙ほかの購入にかかる支出について
63,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館用フロアシート購入の支出について
52,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料（油性ペイント）　外購入の支出について
36,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパほかの購入にかかる支出について
53,882

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 救急箱他３点購入の支出について
37,859

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グラウンド用石灰　購入の支出について
36,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小型真空ポンプ外購入の支出について
36,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　外購入の支出について
52,631

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ購入の支出について
49,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 湯沸器　購入の支出について
38,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関鏡補修工事の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 武道場窓ガラス入れ替え修繕の支出について
6,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 給湯室バルブ補修工事の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 掲示板ガラス引き戸取り替えの支出について
17,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 グラウンドマーカーほか購入の支出について
127,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ６０インチ液晶薄型ＴＶ（壁掛け金具付）の購入の支出について
311,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー特別教育受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤作業従事者安全教育受講料の支出について
8,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱者講習受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 長座体前屈測定器　外　購入の支出について
127,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　ブックワゴン・デスクサイドワゴン外の購入の支出について
71,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教室用掛時計外購入の支出について
24,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ２穴パンチ　購入の支出について
8,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール外購入の支出について
30,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 タンバリン他２点購入の支出について
23,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 力学台車購入の支出について
35,586

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　木製棚ほかの購入にかかる支出について
27,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボール　他　購入の支出について
20,001

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機　外購入の支出について
52,338

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 パソコン教室外天井雨漏補修工事の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂の吊下式バスケットゴール補修工事の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 保健室行給水管漏水修理の支出について
201,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 受水槽Ｆ号不良漏水修理の支出について
56,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書室窓ガラス補修工事の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室フロアコンセント外補修工事の支出について
67,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内インターホン補修工事の支出について
56,127

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　ブックワゴン・デスクサイドワゴン外の購入の支出について
57,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター購入の支出について
214,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　事務用椅子　購入の支出について
161,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 カラー布粘着テープ購入の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 照明器具取替工事の支出について
36,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教育研究会第１ブロック研究部研修会用謝礼金の支出について
13,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教育研究会第２ブロック研究部研修会用講師謝礼金の支出について
9,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教室用保管図書「バーバパパえほん９巻」外の購入の支出について
212,193

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 生活指導部打ち合わせに伴う施設使用料の支出について
1,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 選抜入試採点等に係る謝礼の支出について
18,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語体験学習にかかる講師謝礼の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語体験学習にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機購入の支出について
18,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 茶道体験学習にかかるまんじゅう代（１／１５）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリカ波板ほかの購入の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベースセット　外　購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め半紙　外　購入の支出について
58,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フラワーアレンジメント購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土他購入の支出について
18,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外購入の支出について
96,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根　外　購入の支出について
58,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 点眼液　外購入の支出について
93,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー跳び箱　外（仕様書）購入の支出について
272,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色覚検査表外購入の支出について
26,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガーデンシュレッダー外購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 嘔吐物処理セット　購入の支出について
10,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携外の購入の支出について
73,957

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 透明アクリルガラス　購入の支出について
43,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 棚　購入の支出について
158,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　外購入の支出について
52,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両面テープ　他　購入の支出について
33,421

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタラベル外購入の支出について
15,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 写真光沢紙　他　購入の支出について
78,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉢植購入（１／１６）費の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エンジョイホールド　外（仕様書）購入の支出について
166,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンドポール購入の支出について
50,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓外購入の支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶プロジェクター　外（仕様書）購入の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スペアーキー購入の支出について
35,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 滅菌用包装材外購入の支出について
52,941

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花束　購入の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（二学期）印刷の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
26,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）印刷の支出について
27,993

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）印刷の支出について
36,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）印刷の支出について
48,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞２学期分印刷の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期分）印刷の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞　第２学期号　印刷の支出について
48,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞の印刷の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）印刷の支出について
33,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）印刷の支出について
32,400
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（二学期）印刷の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 「深江こども新聞」２学期号の印刷の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１・２学期）印刷の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 正門電気錠補修工事の支出について
184,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館１階教室天井熱感知器取替工事の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階パイプシャフト内排水管漏水補修工事の支出について
37,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室便所屋外排水管詰り修理の支出について
48,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室入口ガラス入替の支出について
3,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 電気錠扉補修工事の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 東校舎２階男子トイレ小便器センサー修理外の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ４年１組窓・戸ガラス取替補修の支出について
12,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転釜修理の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 図書室入口シリンダー錠取替修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子黒板修理の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
29,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン修理　外の支出について
35,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室屋外大型冷蔵庫修理の支出について
230,731

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 インターホン修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガスファンヒーター修理の支出について
19,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
25,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 運動場鉄棒修理の支出について
195,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１／１６）の支出について
9,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費１／１６の支出について
6,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１／１６）の支出について
8,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（１／１６）の支出について
10,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学（３年）にかかる参加児童交通費の支出について
10,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童交通費・入場料（１／１６）の支出について
14,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
14,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学にかかる児童交通費及び見学料の支出について
43,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年体験活動にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年社会見学（１／１６）参加児童交通費の支出について
5,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費外（１／１６）の支出について
1,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定料の支出について
165,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律　外の支出について
26,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「チュモニ公演」業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 空調機の清掃　委託の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ便器薬品洗浄等業務委託の支出について
112,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年社会見学にかかる児童交通費及び見学料の支出について
36,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験学習にかかる参加児童交通費外（１／１６）の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年体験活動にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
18,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（１／１６）の支出について
11,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 「音楽団」実施による音楽鑑賞会参加の支出について
95,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる児童交通費・入場料（１／１６）の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　外（仕様書）購入の支出について
911,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ケース一体型巻上式マグネットスクリーン購入の支出について
359,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 カラー跳び箱　外（仕様書）購入の支出について
652,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エンジョイホールド　外（仕様書）購入の支出について
1,153,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ブックトラック　外（仕様書）購入の支出について
393,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「いもとようこ創作絵本」外購入の支出について
352,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「にじ・じいさん」外　購入の支出について
76,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「せんろはつづく」　他　購入の支出について
128,863

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「１００かいだてのいえ」他　購入の支出について
167,103

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ディズニーアナと雪の女王」外購入の支出について
223,009

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書購入の支出について
324,209

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 学級文庫用図書「しぜんといっしょ」購入の支出について
5,109

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 粉じん作業特別教育受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育講話　講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育講話　講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育講演会　講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育講話　講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育講話　講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンシャトルコック　購入の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアオイル　購入の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
81,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 暗幕上飾り　外　購入の支出について
396,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トレーニング用ゴムチューブ　外　購入の支出について
19,677

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビート板　他　購入の支出について
18,586

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス　外　購入の支出について
72,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シリコンチューブほか購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 はんだ他購入の支出について
12,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＥＰカートリッジ　購入の支出について
35,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 台所用洗剤　外　購入の支出について
17,463

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒出席簿　印刷の支出について
7,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコールタオル　外購入の支出について
13,011

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 液体クレンザー　外購入の支出について
58,406

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパネ外購入の支出について
25,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 避難所運営ゲームＨＵＧ　の購入の支出について
33,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞購読料（４～１１月）の支出について
3,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 すきまゲージ外購入の支出について
42,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 社会科教材ソフト　外購入の支出について
15,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メラミンスポンジ　外購入の支出について
57,801

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ティンパニマレットヘッド外購入の支出について
148,014

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤　購入の支出について
29,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパーカッター外購入の支出について
98,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯購入の支出について
162,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替補修の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具改修工事の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バリトンサックス外修理の支出について
17,280
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
30,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
112,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 インタフォン修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ウォータークーラーの修理の支出について
12,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 南館音楽室グランドピアノ修理の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定　検定料の支出について
203,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 スケート教室参加生徒の使用料（１／１６実施）の支出について
98,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ひな段（仕様書）購入の支出について
580,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　外（仕様書）購入の支出について
1,668,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子ピアノ（仕様書）購入の支出について
1,368,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレット端末の購入の支出について
152,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ブックトラック　外（仕様書）購入の支出について
306,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「筆であそぼう書道入門」外　購入の支出について
375,661

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　陽だまりの彼女外の購入の支出について
138,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接　外　講習受講料の支出について
45,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 振動工具取扱作業者安全衛生教育テキスト・受講料の支出について
2,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 切断砥石　他の購入の支出について
43,389

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
37,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 エタノール他の支出について
40,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 油性金属磨き　ねり状外購入の支出について
17,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 屋外用防犯カメラ他購入の支出について
19,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 折りたたみパイプ椅子の購入の支出について
129,081

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 社会科進路指導用資料購入の支出について
10,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 実用英語技能検定受験にかかる受験料の支出について
278,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 屋外用防犯カメラ他購入の支出について
331,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　外（仕様書）購入の支出について
604,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業者安全衛生教育テキスト・受講料の支出について
14,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 児童生徒への指導の助言及び講演講師謝礼金の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 音楽コンサート講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 さをり糸セット　購入の支出について
22,839

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 携帯丸のこ盤作業従事者安全教育受講料外の支出について
1,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 刈払機取扱作業者安全衛生教育受講料外の支出について
1,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 刈払機取扱作業者安全衛生教育受講料外の支出について
1,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 振動工具取扱作業者安全衛生教育受講料外の支出について
1,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 渡り廊下　アルミサッシ交換工事の支出について
20,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱作業者安全衛生教育受講料外の支出について
9,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱作業者安全衛生教育受講料外の支出について
9,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯丸のこ盤作業従事者安全教育受講料外の支出について
7,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業者安全衛生教育受講料外の支出について
7,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機の購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 フロアーシート　購入の支出について
51,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 画鋲抜き購入の支出について
351

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ２連はしご　購入の支出について
21,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク外の購入の支出について
78,811

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 自走式車いす購入の支出について
17,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 剪定鋏の支出について
4,104
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 キーボード他購入の支出について
72,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 音声・映像変換アダプター装置の購入の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 長座体前屈測定器　購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 譜面台購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ストップウオッチ他購入の支出について
107,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 プロセッサー購入の支出について
16,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 鉄棒補助パッド購入の支出について
14,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 理科室実験台流し破損部修理の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館瓦棒屋根漏水補修工事の支出について
583,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １号館３階体育倉庫換気扇補修工事の支出について
54,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館２階廊下他の窓ガラス取替他の支出について
46,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室コンセント回路補修工事の支出について
11,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館天井ボード補修工事の支出について
124,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館３階男子トイレ詰まり補修工事の支出について
33,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 蛍光灯器具取り替え工事の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 美術室床補修工事の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室　コンセント補修工事の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガスヒーポン（３階ふれあい教室）分解洗浄工事の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂照明器具補修の支出について
37,233

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 回転かまど排気カバー取付工事の支出について
25,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室前掲示板用アクリル入替の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
21,654

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具補修工事の支出について
307,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 技術室屋根庇補修工事の支出について
253,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北門電気錠修繕工事の支出について
17,863

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書室前廊下窓ガラス補修工事の支出について
11,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館舞台スクリーンへの昇降装置設置工事の支出について
183,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 天体望遠鏡購入の支出について
85,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ストップウオッチ他購入の支出について
85,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ハイグレードチェア購入の支出について
33,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
22,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワイヤレスモニター付き子機の購入の支出について
26,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
2,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
2,397

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
14,634

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク購入の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
1,134

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
5,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 床用ワックス　購入の支出について
26,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外（集約物品）購入の支出について
15,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 すなばスコップ外購入の支出について
18,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ロープ（フック金具付）購入の支出について
78,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
3,013

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 床油の購入の支出について
28,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 漏水修繕及びバルブ修繕工事の支出について
73,461

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１１月分）　　　　　　　　　の支出について
628,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレット端末機購入の支出について
355,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 滑り止めシート購入の支出について
73,980
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 図書「やってみよう！ピア・サポート」外の購入の支出について
14,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
54,637

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 Ａ４色上質紙　外購入の支出について
58,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ワゴン付デスク外購入の支出について
92,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 真砂土　外　購入の支出について
115,009

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
27,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 ワゴン付デスク外購入の支出について
152,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 小学校教師授業づくり研究大会参加費（１／１７）の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
542

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
3,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１１月分）　　　　　　　　　の支出について
12,317

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科特別授業にかかる講師謝礼金の支出について
9,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域懇談会にかかる講師謝礼金（１２／２０）の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年朝鮮文化の学習講話にかかる講師謝礼金の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 百人一首大会の講話にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 グラウンドゴルフにかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族教育講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域懇談会にかかる講師謝礼金（１２／２０）の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域懇談会にかかる講師謝礼金（１２／２０）の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーファイル外購入の支出について
28,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰（スポーツ用）　購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画和紙　他購入の支出について
74,355

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外（集約物品）購入の支出について
76,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台　外購入の支出について
140,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 まな板外購入の支出について
327,823

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外（集約物品）購入の支出について
182,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
13,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食調理用物品「金たわし」他の購入の支出について
41,666

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タオル　外　購入の支出について
20,271

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画和紙　他購入の支出について
58,467

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞定期購読（４～１１月の支出について
3,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量紙粘土　外　購入の支出について
80,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボンゴ購入の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 安全衛生教育刈払機講習会テキスト購入外の支出について
1,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外購入の支出について
17,497

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ部品　購入の支出について
24,753

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 伝統文化体験にかかる和菓子購入（１／１７）の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンターインク外購入の支出について
152,847

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
1,512,011

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タイル用額縁　外　購入の支出について
45,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初半紙　他　購入の支出について
28,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め用半紙他購入の支出について
23,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光ランプ　外　購入の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
5,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプの購入の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
9,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用トナーカートリッジ外購入の支出について
14,750
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゲームカウンター購入の支出について
31,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外（集約物品）購入の支出について
4,871,785

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耐熱ターナー外購入の支出について
19,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 照明器具購入の支出について
40,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子外購入の支出について
92,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 長靴用下駄箱　購入の支出について
44,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初半紙　外購入の支出について
293,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルキーパー購入の支出について
44,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
315,653

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 衣類乾燥機他購入の支出について
48,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字半紙　外　購入の支出について
89,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
349,015

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗い桶　外購入の支出について
21,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
313,953

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
1,267,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外購入の支出について
22,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機ＤＰ－Ｆ５２０用インク　外　購入の支出について
118,281

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 的当ての的の購入の支出について
126,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 尿石付着防止剤購入の支出について
76,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パルスオキシメータ購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーリング　外の購入の支出について
41,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 打撲用軟膏　外　購入の支出について
39,258

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 再生トナーカートリッジの購入の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー外購入の支出について
112,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 追録「知っておきたい保健と教育のキーワード」の支出について
1,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザーポインター外　購入の支出について
24,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アーク溶接講習会参加費用テキスト代の支出について
840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 地域体験学習講師記念品購入（１／１６）の支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版原紙　外購入の支出について
53,838

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗剤用ボトル　外購入の支出について
7,063

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックエンド外購入の支出について
78,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　外　購入　の支出について
86,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新１年生の手引き（平成２７年度入学用）購入の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター　外　購入の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
133,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子黒板用操作ペン購入の支出について
29,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保健教材セット　外購入の支出について
10,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 長半紙　外購入の支出について
55,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
118,403

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス購入の支出について
41,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 数直線マグネットほか購入の支出について
64,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 剪定鋸用替え刃　外購入の支出について
10,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール他購入の支出について
51,097

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引」購入の支出について
6,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 健康のきろくほか　印刷の支出について
8,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土他購入の支出について
30,447

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
69,725
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
126,522

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
177,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯磨き模型の購入の支出について
35,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 安全衛生教育丸のこ等取扱講習テキスト購入外の支出について
1,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画ベニヤ外購入の支出について
93,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪３・４上」他購入の支出について
54,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
293,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
222,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
16,783

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス湯沸かし器　購入の支出について
28,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カリミョウバン他購入の支出について
26,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　購入の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 酸素ガス外４点　購入の支出について
40,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 かきぞめ半紙　外　購入の支出について
129,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め半紙外購入の支出について
50,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
85,233

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 昔体験学習活動にかかるカルタ外購入（１／１７）の支出について
33,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓　他購入の支出について
63,817

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　黒外購入の支出について
24,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外　購入の支出について
38,969

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパネ外購入の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
211,767

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 玄関ホーキ長柄外購入の支出について
19,062

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 芯温度計　外　購入　の支出について
90,533

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木炭　外　購入の支出について
2,678

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙　他購入の支出について
164,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー外購入の支出について
85,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 算数テスト他購入の支出について
76,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
74,002

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞「たなか」（２学期）印刷業務の支出について
61,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞の印刷の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期分）の印刷の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）の印刷の支出について
42,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 子ども新聞印刷の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷（２学期分）の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 島屋こども新聞印刷の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（前期）印刷の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞の印刷の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）印刷の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）印刷の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）印刷の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）の印刷の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞２学期印刷請負の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷２学期分の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞２学期（８１号）印刷の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 健康のきろくほか　印刷の支出について
30,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）印刷の支出について
43,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞ばいなん２学期印刷の支出について
42,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞「はなてん新聞」二学期号印刷の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）印刷の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（１２月分）　　　　　　　　　の支出について
333,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 手洗場排水管詰り修理工事の支出について
36,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室間仕切りカーテン設置工事の支出について
134,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室蛇口取替補修工事の支出について
36,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 学習園基礎撤去・整地及び花壇設置工事の支出について
988,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 インターホン取替工事の支出について
194,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 特別支援教室トイレ修繕工事の支出について
81,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室内食器洗浄機の修理の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 本校給食室用焼き物機修理の支出について
55,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育倉庫シャッター鍵　修理　請負の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
69,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 錠前修繕の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
16,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室照明器具修理の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
25,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜　補修の支出について
11,631

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食調理室遠赤外線ヒーター修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機　修理の支出について
22,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給湯器取替修理の支出について
38,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 衣類乾燥機の収集運搬料他の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫等家電リサイクル回収料の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１１月分）　　　　　　　　　の支出について
3,991,261

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 衣類乾燥機の収集運搬料他の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 カーテンクリーニング手数料の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律業務請負の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫等家電リサイクル回収料の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　損害保険料 土曜授業にかかる教育活動支援員保険料１／１７の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 エアコン分解洗浄のかかる業務委託の支出について
123,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 Ｑ－Ｕアンケート用紙診断料業務委託の支出について
76,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定にかかる業務委託の支出について
213,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「ゲゲゲの鬼太郎」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ借入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小学校合同音楽鑑賞会にかかる施設使用料の支出について
188,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小学校合同音楽鑑賞会児童入場料の支出について
281,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 ５年社会見学　バス賃借料の支出について
137,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 読み聞かせ台他購入の支出について
303,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マット運搬車　購入の支出について
183,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 カウンター直線部他購入の支出について
337,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡大機（集約物品）購入の支出について
315,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マグネットスクリーン購入の支出について
32,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 回転釜用アルミ内釜　購入の支出について
59,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 物置購入の支出について
399,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　外　購入の支出について
147,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター外購入の支出について
388,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＩＣＴ機器購入の支出について
295,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バスケットゴール用セーフティマット一対　購入の支出について
239,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 木製書架購入の支出について
238,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡大機（集約物品）購入の支出について
315,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「にじ・じいさん」外購入の支出について
71,067

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　宮西達也絵本コレクション他の購入の支出について
237,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「昔のくらしと道具」外購入の支出について
377,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　国語辞典　購入の支出について
328,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ようかいむかし話」外の購入の支出について
299,382

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「にじ・じいさん」他購入の支出について
351,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書『はなのみち』　外　購入の支出について
343,203

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「こんにちわに」他　購入の支出について
199,749

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書スポーツが教えてくれたこと他購入の支出について
371,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「火の鳥」外購入の支出について
374,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「八郎」他購入の支出について
396,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接講習会参加費用テキスト代の支出について
18,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生教育刈払機講習会テキスト購入外の支出について
9,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生教育丸のこ等取扱講習テキスト購入外の支出について
7,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石試運転取替　特別教育受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽特別指導講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽特別指導講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 糸はんだ　外　購入の支出について
79,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックコートフィルム　外購入の支出について
63,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　ほか　購入の支出について
50,258

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
55,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
72,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス他購入の支出について
45,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
20,898

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 「世界地図　２０１４年」ほかの購入にかかる支出について
2,902

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
96,202

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
19,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
66,601

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
59,201

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 救急資材（医療用テープ）他　購入の支出について
54,247

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 文字刻印棒セット外購入の支出について
21,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 給水タイマー外購入の支出について
98,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 枝付試験管他購入の支出について
28,933

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤソフト教材他６点購入の支出について
88,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック　購入の支出について
17,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻鏡外購入の支出について
34,993

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 太筆　外　購入の支出について
109,558
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化用ネット購入の支出について
38,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 柄付たわし　外　購入の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドソープ外購入の支出について
73,883

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バッテリー購入の支出について
7,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 写真用紙外　購入の支出について
10,667

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 毛糸外購入の支出について
24,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット外購入の支出について
76,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙外購入の支出について
43,906

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土他購入の支出について
11,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
137,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットゴールリングネット　購入の支出について
21,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙他の購入の支出について
118,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤　外　購入の支出について
8,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土、外購入の支出について
9,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
750,697

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜外購入の支出について
37,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い液体せっけん外購入の支出について
15,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外（集約物品）購入の支出について
199,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援学級用図書　購入の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 植木鉢用平板他購入の支出について
24,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
180,694

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ピクチャーレールセットの購入の支出について
360,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
182,326

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアーオイル　ほか　購入の支出について
87,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス外購入の支出について
22,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用床油１８Ｌ外購入の支出について
64,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
313,761

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テープのり詰め替え用外購入の支出について
9,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　他　購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外（集約物品）購入の支出について
1,986,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミサッカーゴール　外の購入の支出について
23,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小型湯沸器購入の支出について
36,363

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフト教材（ＣＤ－ＲＯＭ）　購入の支出について
14,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットゴールリングネット他購入の支出について
225,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
585,057

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
120,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｃクランプ　ほか　購入の支出について
37,098

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 漏水補修工事の支出について
69,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 高置水槽補修工事の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館扉外　補修工事の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３－５教室前廊下ガラス他４カ所入替の支出について
45,522

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 湯沸器修理一式の支出について
6,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,902

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 トランペット修理一式の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホルン他楽器修理の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 アルトサックス外　楽器修理の支出について
96,465
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室鍵開錠作業の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１１月分）　　　　　　　　　の支出について
2,138,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 インボディ個人結果帳票出力業務委託の支出について
113,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 演劇鑑賞「少女剣士がゆく」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞会業務委託の支出について
450,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テープのり詰め替え用外購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大判インクジェットプリンター購入の支出について
253,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ロックミシン購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アルミサッカーゴール　外の購入の支出について
268,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　外の購入の支出について
369,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バレーボール支柱購入の支出について
82,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 学校図書館用図書「熱球」外購入の支出について
378,993

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 「世界地図　２０１４年」ほかの購入にかかる支出について
91,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「古典のえほん」ほか　購入の支出について
77,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「どこいったん」外　購入の支出について
340,923

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
48,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外（集約物品）購入の支出について
905,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
215,179

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 施工管理技士受験講座テキスト購入他の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
49,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入の支出について
63,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 武道体験教室用木綿布ほか購入の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
191,743

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 入学試験実技検査用ソフトボール購入の支出について
49,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ購入の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
6,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外（集約物品）購入の支出について
15,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
14,407

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍　新版「論理の習得」（一括）　　購入の支出について
8,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理請負経費の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１１月分）　　　　　　　　　の支出について
489,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル回収料他の支出について
4,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル回収料他の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル得点板　購入の支出について
79,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 施工管理技士受験講座テキスト購入他の支出について
10,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
32,389

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 振動工具　取扱作業者安全衛生教育資料代・受講料の支出について
1,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
4,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
54,237

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル毛糸　他購入の支出について
18,773

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
14,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 防火シャッター危害防止装置用　蓄電池交換工事の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１１月分）　　　　　　　　　の支出について
213,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具　取扱作業者安全衛生教育資料代・受講料の支出について
7,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ラジカセ　他　購入の支出について
61,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スチール書庫他購入の支出について
52,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スティールパーティション（衝立）購入の支出について
19,051
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 発表ボード　外購入の支出について
32,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 有線マイク　購入の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 給食用ボール　購入の支出について
30,459

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電気ファンヒーター購入の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サッカーボール外購入の支出について
56,181

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 シャトルコック購入の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電動ステープラーの購入の支出について
19,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカケース　他　購入の支出について
98,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 たらい外購入の支出について
65,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 大阪市旗購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 階段用脚立他購入の支出について
21,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サッカーボール購入の支出について
20,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パルスオキシメーター購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ライトバスケットボール　他購入の支出について
75,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電動ホッチキス外購入の支出について
55,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ポータブルＢＤプレイヤーの購入の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 モップ絞り器購入の支出について
16,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 会議用テーブル購入の支出について
80,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 タンバリン購入の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教室用机　外（集約物品）購入の支出について
1,491,339

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 百人一首　購入の支出について
25,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛時計　購入の支出について
3,015

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 フライパン購入の支出について
14,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　圧力鍋　外の購入の支出について
21,613

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 フードプロセッサー　購入の支出について
17,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 給食衣外購入の支出について
106,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ステンレス棚　購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 強力パンチ購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外（集約物品）購入の支出について
74,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防災用非常ベル・屋外スピーカー増設工事の支出について
120,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室内装改修工事の支出について
263,667

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 　教室ＧＨＰの修理の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消防用設備補修工事の支出について
123,498

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 破損ガラス取替工事一式の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場スピーカー配線補修工事の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ給水・排水管漏水補修の支出について
67,478

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室天井埋没型照明器具ＬＥＤ化工事の支出について
240,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール更衣室照明設備補修工事の支出について
645,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自動火災報知設備修繕の支出について
46,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３年教室廊下側窓・窓枠取替え工事の支出について
300,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 保健室床改修工事の支出について
972,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館・技術室・校舎立樋取替工事の支出について
104,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール塗装補修工事（底面）の支出について
993,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 汚水雑排水管つまり通管工事の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室電灯スイッチ補修工事の支出について
14,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂屋上運動場側投光器スイッチ補修工事の支出について
44,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室配膳棚補修工事の支出について
449,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館中央階段防火戸感知器補修工事の支出について
57,672
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 冷水器撤去に伴う給水管栓止め工事の支出について
18,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ダストボックス購入の支出について
78,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 卓球台の購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 拡大機（集約物品）購入の支出について
315,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電子黒板機能内蔵プロジェクター購入の支出について
183,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 給食室用調理台　購入の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 コートローラー購入の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 校長経営戦略予算（異文化交流）にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
6,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
5,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
10,054

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 養護日誌　外（集約物品）印刷の支出について
223,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
4,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 学校日誌　外（集約物品）印刷の支出について
198,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 玄関ドア補修工事外の支出について
155,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教育研究会第３ブロック研究部研修会用講師謝礼金の支出について
15,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 模試解説講義ＤＶＤ購入の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
37,098

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 １２月分実習講師謝礼の支出について
68,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
5,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
7,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「ミニホワイトボード活用」講師謝礼金の支出について
22,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験学習講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会（読み聞かせ）にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会（読み聞かせ）にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会（読み聞かせ）にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 福祉体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 囲碁講師謝礼（１０／２０外４日）の支出について
38,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科授業研究講師謝礼金の支出について
85,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 家庭科授業研究講師謝礼金の支出について
53,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験学習講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 本の読み聞かせにかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年「盲導犬の働き」の学習の講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引」購入の支出について
6,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引き」購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
9,882

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
61,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
104,587

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 伐木チェーンソー受講テキスト購入　他の支出について
2,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 安全衛生教育テキスト購入外の支出について
4,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引き」購入の支出について
5,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸のこ作業従事者安全教育講習テキスト代　外の支出について
1,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新１年生の手引き（平成２７年度入学用）購入の支出について
19,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
52,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 振動工具取扱作業者安全衛生教育テキスト代　外の支出について
1,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 養護日誌　外（集約物品）印刷の支出について
1,032,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
568,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 刈払機取扱作業者安全衛生教育講習受講料外の支出について
1,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「新一年生の手引（平成２７年度入学用）」購入の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
207,101

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
118,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引」購入の支出について
6,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新一年生の手引き　購入の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保健室用消毒薬品外購入の支出について
24,237

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
553,015

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
7,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
281,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引き」（平成２７年度入学用）の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め半紙　外購入の支出について
53,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 もち焼きの材料購入（１／２０）の支出について
4,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
458,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アーク溶接特別教育テキスト代外の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
124,482

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体験学習実施に伴う材料購入（１／２０）の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
272,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
199,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引き」購入の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引」購入の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土他購入の支出について
65,645

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引」購入の支出について
8,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
197,122

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引」の購入の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新一年生の手引き平成２７年度入学用購入の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
582,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
108,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
1,335,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
1,259,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 地域交流学習用もち外５点購入（１／１９）の支出について
4,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
713,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞「こどもめいじ２学期」の印刷の支出について
35,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（１２月分）　　　　　　　　　の支出について
173

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 廊下センターライン塗装工事の支出について
198,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室壁ガスコック修繕工事の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 鑑賞池漏電補修工事の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修繕の支出について
12,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
15,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室屋外冷蔵庫修理の支出について
175,349

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機リサイクル回収料外の支出について
3,888
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（１／２０）の支出について
3,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費および観覧料の支出について
7,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる児童の交通費（１／２０）の支出について
9,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年生社会見学（１／２０）参加児童交通費の支出について
2,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機リサイクル回収料外の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 劇鑑賞「アラジンと魔法のランプ」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習にかかる参加児童交通費および観覧料の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 「森のつみき広場」つみき使用料（１／２０）の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ミニバスケットボール用ゴール（仕様書）購入の支出について
1,134,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電気窯（仕様書）購入の支出について
687,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
9,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大型絵本架　外（仕様書）購入の支出について
2,003,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生教育テキスト購入外の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱作業者安全衛生教育講習受講料外の支出について
9,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業者安全衛生教育テキスト代　外の支出について
7,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 丸のこ作業従事者安全教育講習テキスト代　外の支出について
7,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別教育テキスト代外の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接取扱作業者安全衛生教育受講料外の支出について
75,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー受講テキスト購入　他の支出について
13,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 扶助費　措置扶助金 １月分生活指導訓練費の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 日本文化体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
964,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
320,317

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
284,418

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
191,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
101,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 振動工具取扱作業者安全衛生教育　外　講習受講料の支出について
2,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
365,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 食育に関する質問票　外　購入の支出について
103,985

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 民族料理講習会材料（薄力粉外）購入の支出について
15,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
160,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
65,707

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
167,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
255,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学校日誌　外（集約物品）印刷の支出について
623,851

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 養護日誌　外（集約物品）印刷の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
242,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
40,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
69,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
106,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
778,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
95,871

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　外購入（１／１９）の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
17,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プール更衣室　カギ取替の支出について
12,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 高校入試模擬テスト受検に伴う経費（１／１９）の支出について
12,345

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞業務委託（仕様書）の支出について
580,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 釜石市行き（１１月２８日発２９日着）バス賃借料の支出について
423,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 釜石市より帰校用（１１月３０日着）バス賃借料の支出について
423,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架　購入の支出について
349,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業者安全衛生教育　外　講習受講料の支出について
16,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石特別教育受講料の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 扶助費　措置扶助金 １月分生活指導訓練費の支出について
14,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１２月分）の支出について
186,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１２月分）の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（１２月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
38,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
25,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
507,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
15,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
40,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
297,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
115,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
14,601

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 パワードスピーカー他購入の支出について
46,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 水銀灯の購入の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直尺シルバー他の購入の支出について
67,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
13,219

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
69,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
18,306

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 学校日誌　外（集約物品）印刷の支出について
63,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 養護日誌　外（集約物品）印刷の支出について
96,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ロックミシンの点検修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
78,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略予算　校内研修にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 　校長経営戦略予算　校内研修会にかかる講師謝礼の支出について
12,278

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
15,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 学校日誌　外（集約物品）印刷の支出について
140,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
36,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 マスク　購入の支出について
34,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 養護日誌　外（集約物品）印刷の支出について
123,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ボッチャセット　外　購入の支出について
93,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
10,983

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
14,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
12,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 受水槽　揚水ポンプ　手動弁水栓　取替補修の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ボッチャセット　外　購入の支出について
132,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機外購入の支出について
33,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 書架分類サイン　購入の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
236,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関電気錠配線工事の支出について
88,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室扇風機補修工事の支出について
990,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館漏水補修工事の支出について
905,040
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上プール底漏水補修工事の支出について
430,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ボタン電話設備補修工事の支出について
419,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室用換気設備補修工事の支出について
563,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室のカーペット貼り替えの支出について
653,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 視力検査器購入の支出について
82,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 親子コーラス指導講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
2,311

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 竹馬購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ポスターカラー　外購入の支出について
73,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
2,255

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
9,007

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 積み木購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
3,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 通路土間・タイル補修工事の支出について
243,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律にかかる手数料の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 グランドピアノ１台外調律の支出について
30,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
7,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 移動コンサート借上料の支出について
87,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 ノート型パソコン購入の支出について
94,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校教育研究会特別支援教育研修会の講師謝礼等の支出について
10,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 音楽会まとめの研修講師謝礼金の支出について
18,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 支援部　発達障害児実態把握研修会　講師謝礼の支出について
21,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
171,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
11,259

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
2,251

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ジャンピングボード購入の支出について
76,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 １２月分実習講師謝礼の支出について
17,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 さをり織り体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科特別授業「ものの溶け方」講師謝礼の支出について
11,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 発達障がい児自立支援事業実施に伴う講師謝礼の支出について
37,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動学習にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ピアサポート研修会にかかる講師謝礼金の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験学習（生活科・理科）にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
1,016,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 屋内外兼用エバーマット　外（仕様書）購入の支出について
297,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓外購入の支出について
37,383

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「冊子新一年生の手引」平成２７年度入学用　購入の支出について
8,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動バリカンほかの購入の支出について
45,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
174,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新一年生の手引（平成２７年度入学用）購入の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン購入の支出について
73,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引」　購入の支出について
10,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 かきもちほかの購入の支出について
8,843

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
194,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス　他　購入の支出について
124,362

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新１年生の手引き」　購入の支出について
5,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
191,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジ購入の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石けん外購入の支出について
13,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引」購入の支出について
9,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
718,326

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子新一年生の手引（平成２７年度入学用）購入の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新１年生の手引き」購入の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
104,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
104,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
39,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙他購入の支出について
83,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｍホルダー外購入の支出について
11,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
23,113

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「小学校体育実技ＤＶＤ」　購入の支出について
161,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土購入の支出について
9,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリザルほかの購入の支出について
83,609

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
9,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パイプ椅子用はめ込みキャップの購入の支出について
42,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料外購入の支出について
63,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引」購入の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引」　購入の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新１年生の手引き」購入の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 万能包丁　外　購入の支出について
14,122

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削といし講習受講料及びテキスト代の支出について
1,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新１年生の手引購入の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新１年生の手引」購入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パソコン・バーコードリーダー購入の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新１年生の手引（平成２７年度入学用）購入の支出について
9,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外（集約物品）購入の支出について
3,158,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ローマ字用黒板外購入の支出について
60,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 昔遊びの会用おりがみ・講師記念品購入　１／２０の支出について
48,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防火バケツ購入の支出について
7,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引」購入の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＵＶシート購入の支出について
3,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卓上ＩＨ調理器購入の支出について
10,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット端末外購入の支出について
234,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
451,009

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引」購入の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
447,358

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引」購入の支出について
6,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外（集約物品）購入の支出について
6,232,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引き」　購入の支出について
10,350
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新一年生の手引き購入の支出について
9,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キッチンポリ袋の購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引」購入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除菌剤外購入の支出について
47,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴールネット購入の支出について
9,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫用「怪談えほん」購入の支出について
7,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫用図書購入の支出について
284,213

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字半紙　他購入の支出について
48,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒーポン冷却水ホース外　購入の支出について
3,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
1,055,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 計量器　外　購入の支出について
16,554

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
756,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テレビスタンド　外　購入の支出について
120,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子　新一年生の手引き（Ｈ２７年度入学用）購入の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石けん外購入の支出について
108,837

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジャンピングボード購入の支出について
23,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子新１年生の手引購入の支出について
5,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 速乾性手指消毒剤　他　購入の支出について
57,503

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ティッシュペーパー　外購入の支出について
112,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 半紙　外　購入の支出について
281,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メディカルクリーム　外　購入の支出について
75,137

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 殺菌灯外購入の支出について
20,201

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチレン版画外購入の支出について
66,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラードフォルム　外　購入の支出について
100,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラしゃもじ　外　購入の支出について
42,941

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スピーカー　外　購入の支出について
196,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）印刷の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
48,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
31,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２年１組教室　ガス栓補修工事の支出について
6,739

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ修理の支出について
20,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎窓アクリル板入替の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館１階南階段前防火扉修繕工事の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 スクリーン兼ホワイトボード他取替工事の支出について
486,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館２階多目的室床面補修工事の支出について
95,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 天井ボード穴埋め補修工事の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 衣類乾燥機修理の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
27,399

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガスコンベンションスチームオーブン修理業務の支出について
23,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ボイラー修理の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食自在車修理の支出について
29,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 湯沸かし器修理の支出について
5,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 検食用冷凍庫修理の支出について
34,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン修理の支出について
177,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会体験にかかる参加児童交通費（１／２１）の支出について
18,816
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（１／２１）の支出について
2,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル運搬料の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビリサイクル料　外の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
22,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費・入場料１／２１の支出について
5,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動の充実にかかる参加児童交通費（４年）の支出について
4,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 包丁刃研ぎの支出について
5,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル運搬料の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビリサイクル料　外の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定検定料（１／１６）の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 体育館床面ワックス掛けにかかる業務委託の支出について
294,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「隣の国からアンニョンハセヨ」業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 講堂電灯ランプ取替工事業務委託の支出について
217,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ２月分左専道運動場使用料（１／２０）の支出について
183,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習にかかる参加児童交通費・入場料１／２１の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験活動の充実にかかる参加児童交通費（４年）の支出について
6,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 久宝寺緑地公園使用料（１／２１）の支出について
1,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 屋内外兼用エバーマット　外（仕様書）購入の支出について
912,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テレビスタンド　外　購入の支出について
279,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板　外（仕様書）購入の支出について
1,384,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「謎の図鑑」　他購入の支出について
359,041

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「動物のちえ」外購入の支出について
353,166

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「大解説！のりもの図鑑ＤＸ」外購入の支出について
297,878

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「はじめてのかり」外購入の支出について
165,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 管理作業員特別講習受講料の支出について
15,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別教育講習料の支出について
15,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石の取替等業務特別教育受講料の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし講習受講料及びテキスト代の支出について
6,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育講話　講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
71,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
622,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アーク溶接作業　特別教育講習テキスト代他の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フリーバンド　他　購入の支出について
38,523

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プチェ（韓国扇子）外購入の支出について
129,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
218,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター　外　購入の支出について
135,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
320,215

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラークリアーホルダー外購入の支出について
34,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
854,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
4,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 閲覧椅子　購入の支出について
69,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外（集約物品）購入の支出について
2,850,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 歴史実物資料他購入の支出について
120,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ベンチシート購入の支出について
47,520
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液購入の支出について
10,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
4,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 てん刻のプラバイス　他　購入の支出について
12,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
384,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　外　購入の支出について
81,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トレーニングバット　外　購入の支出について
9,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアーオイル　購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メトロノーム　他　購入の支出について
23,923

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メラミンスポンジ外購入の支出について
12,953

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
9,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール外購入の支出について
38,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンシャトルコック外購入の支出について
29,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂マット外購入の支出について
62,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
124,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
499,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
229,586

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 吸着すべり止めテープ　外購入の支出について
215,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
276,971

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
332,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
40,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
43,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机天板　購入の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外　購入の支出について
100,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色覚検査票　外　購入の支出について
47,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ　外　購入の支出について
28,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 オフィスチェアーの購入の支出について
73,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 矯正眼鏡乱視用外購入の支出について
82,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜「生まれてはじめて」外購入の支出について
19,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
11,259

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外（集約物品）購入の支出について
2,720,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館屋上給湯器庫錠前　補修工事の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 プログラムタイマー補修の支出について
51,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替の支出について
3,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室流し台排水管通管補修工事の支出について
43,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
35,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プール倉庫シャッター修理の支出について
40,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 コードレス電話機修理の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子ホッチキス修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用精米購入の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル料及び収集運搬料の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ボールネーム入れ手数料の支出について
20,439

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル料及び収集運搬料の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 無線ＬＡＮアクセスポイント設定費の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学園ボイラー保守点検業務委託の支出について
72,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタルタイマー　購入の支出について
99,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 図書館利用用パーソナルコンピュータ　購入の支出について
90,720
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板　外（仕様書）購入の支出について
699,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ポスターケース購入の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　峠うどん物語　上　他購入の支出について
288,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「よーい、ドン！」外購入の支出について
243,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接作業　特別教育講習テキスト代他の支出について
10,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし特別教育受講料の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 バスケットボール部　外部指導者講師料の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
12,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
51,791

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ブナ板他購入の支出について
77,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
43,686

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 秤量瓶　他の購入の支出について
143,483

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボードマット外購入の支出について
64,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
33,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 パソコン用ソフト「ウイルスバスター」購入の支出について
78,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用トナーの購入経費の支出について
42,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＥＤ購入の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
60,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋他購入の支出について
37,593

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフト教材「ＳｔｕｄｙａｉｄＤ．Ｂ」購入の支出について
40,113

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 血液型検査実験セットの購入経費の支出について
26,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード購入の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 油性ボールペン他　購入の支出について
76,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外（集約物品）購入の支出について
210,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタル製版一体型印刷機修理の支出について
61,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗濯機修理の支出について
14,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ　外の調律の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「１％の力」外の購入の支出について
82,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　他購入の支出について
160,667

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ゲルマーカーレフィル　外購入の支出について
37,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 長靴　他　購入の支出について
76,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
6,755

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ローラー替え外購入の支出について
83,153

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 釉薬貯蔵容器外購入の支出について
36,077

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外購入の支出について
24,991

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用写真用紙外購入の支出について
75,427

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室床補修工事外の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 校長室テレビ設置工事外の支出について
96,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷茶器　購入の支出について
58,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 イメージスキャナ　購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＩＣレコーダー　他　の購入の支出について
59,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 プロテクターほか購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 フライパン外購入の支出について
88,980



平成26年度（平成27年01月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教室用机　外（集約物品）購入の支出について
967,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パウチラミネーター購入の支出について
15,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パルスオキシメーター購入の支出について
30,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 時刻・時間説明板　外購入の支出について
33,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 三脚購入の支出について
5,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボール　他　購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 逆上がり補助器　購入の支出について
48,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 空気入れ　他　購入の支出について
65,157

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 日本地方別地図　購入の支出について
77,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教室用机　外（集約物品）購入の支出について
964,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 格技室高天井照明補修工事の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関門扉戸補修工事の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂天井灯電球交換工事の支出について
167,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 多目的室床カーペット張替工事　外の支出について
432,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取替え工事の支出について
39,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室錠補修工事の支出について
279,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 地デジ対応工事の支出について
297,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置Ａ－１フィルター修理工事の支出について
164,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室前手洗い場補修工事の支出について
299,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎ガラス入れ替えの支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階女子便所腰掛便器排水補修の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館前トイレ上部タンク水漏れ補修工事　外の支出について
123,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 学園東２階生徒居室空調設備取替工事の支出について
891,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 高架水槽補修工事の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 身障者用便所ドア補修工事の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室　三槽水槽取替工事の支出について
312,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 格技室天井照明等補修工事にかかる支出について
155,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 板ガラス補修工事の支出について
12,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場コンクリート等撤去外工事の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室前掲示板取替工事の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育倉庫シャッター取付工事の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室給湯管漏水補修工事の支出について
259,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 正門オートロック扉ヒンジ取替補修工事の支出について
69,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館　外壁補修工事の支出について
160,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 グラウンド整備工事の支出について
790,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ポンプ室天井漏水補修の支出について
388,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室　出入口扉補修工事の支出について
540,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室床面補修工事の支出について
193,147

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 職員室網戸増設工事の支出について
34,527

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ラピー・不織布・画用紙　購入の支出について
24,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 一寸豆の苗他４点の購入の支出について
29,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 ２階リズム室コンセント補修の支出について
7,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 保健室電灯緊急修繕工事の支出について
16,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 水栓取付工事の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
30,857

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ウィルス対策ソフト購入　の支出について
5,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 １２月分実習講師謝礼の支出について
19,350
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 １２月分実習講師謝礼の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリメインアンプ外購入の支出について
89,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木蓋　購入の支出について
24,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 地域体験学習にかかる調理実習材料費（１／２２）の支出について
2,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
106,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）印刷の支出について
18,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（１２月分）　　　　　　　　　の支出について
214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂舞台下収納引出し扉補修の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス漏れ　補修工事の支出について
5,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
324,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室出入口網戸補修の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会科体験学習にかかる参加児童交通費の支出について
7,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年社会見学にかかる交通費（１／２２）の支出について
17,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１／２２）の支出について
8,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費　外（１／２２）の支出について
9,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学にかかる参加児童交通費（１／２２）の支出について
18,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（１／２２）の支出について
11,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費外（１／２２の支出について
7,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（１／２２）の支出について
9,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（１／２２）の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費・入場料の支出について
32,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童交通費の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習に伴う付添職員入館料（１／２２）の支出について
500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外活動付添職員観覧料（１／２２）の支出について
960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習にかかる参加児童交通費　外（１／２２）の支出について
8,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費・入場料の支出について
10,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費外（１／２２の支出について
6,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる付添職員入館料（１／２２）の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる参加児童入館料（１／２２）の支出について
17,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 データプロジェクター購入の支出について
86,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塩化ナトリウム外購入の支出について
101,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 発達促進ドリル外購入の支出について
58,107

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化用　土　購入（１／２１）の支出について
2,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 振動工具取扱作業者安全衛生教育テキスト代外の支出について
1,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰外購入の支出について
32,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス湯沸かし器修理の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 物置購入の支出について
119,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 管理作業員に係るアーク溶接受講料（１／２１）の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業者安全衛生教育テキスト代外の支出について
7,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１２月分）の支出について
37,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 美術科１２月分モデル謝礼の支出について
112,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ修繕部品購入の支出について
7,311

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 小型湯沸器の購入の支出について
77,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 追録「産業教育執務提要」購入の支出について
13,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 学級出席簿ほか製作の支出について
106,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 特大筆他購入の支出について
85,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クレンザー外購入の支出について
28,339

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 感光体ユニット外購入の支出について
113,400
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスドラム他の修理請負経費の支出について
11,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部現場実習講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３階男子トイレ洗面排水トラップ修繕の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
33,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「希望でみちびく科学」外　購入の支出について
79,243

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 胴外購入の支出について
73,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給水ポンプ取替工事の支出について
378,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プ－ル足洗い場漏水修繕の支出について
105,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 事務室流し系統給水管補修工事の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館２階女子トイレ床漏水修理の支出について
87,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書館棟階段手すり設置工事の支出について
97,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階洗面水栓出水不良修繕の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 トイレ改修工事の支出について
838,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ポスターカラーなど購入の支出について
37,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ（エアコン）修繕部品購入の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ネット　５ｍ×５ｍ購入の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 コンセント交換工事の支出について
10,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 １Ｆ手前保育室　ガラス取替工事の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の手数料の支出について
31,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
28,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 部活動指導者研修会講師謝礼金の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大阪市小学校教育研究会社会部全体会講師謝礼の支出について
15,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＯＡタップ購入の支出について
3,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 普通紙ロール購入の支出について
8,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 竹馬　購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 タブレット型ノートパソコン購入の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 図書読み聞かせにかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 図書読み聞かせにかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 林間指導付添指導にかかる謝礼金の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年ふれあい合宿　看護師にかかる講師謝礼の支出について
34,121

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木炭コンロ　外　購入の支出について
61,651

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチックねんど板　外購入の支出について
151,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 照明器具購入の支出について
30,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耐水性工作ニス　他購入の支出について
205,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙　外購入の支出について
82,307

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生態系食物連鎖カード外購入の支出について
61,874

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 外付けＨＤＤの購入の支出について
20,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 超耐熱ガラス鍋　外２点購入の支出について
16,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 組み立て式カーペット購入の支出について
50,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布　他購入の支出について
62,714

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポータブル書画カメラの購入の支出について
64,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 硬筆指導板　外　購入の支出について
55,927

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性サインペン外購入の支出について
153,231
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤　外購入の支出について
7,894

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸詰替用　外購入の支出について
40,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用インク５本外購入の支出について
25,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙　他購入の支出について
153,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　購入の支出について
7,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サーモインク外６点　購入の支出について
36,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 精米機購入の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用ブラシ　外　購入　の支出について
28,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保健室用薬品の購入の支出について
52,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童英検　テスト用紙の購入の支出について
18,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 加湿機能付き空気清浄機購入の支出について
146,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子外購入の支出について
13,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙　外購入の支出について
105,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「ガラスのうさぎ」外購入の支出について
173,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板購入の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
7,786

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め台紙外購入の支出について
31,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　他購入の支出について
41,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙他　購入の支出について
14,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マレット購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白ボール紙外購入の支出について
23,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　他購入の支出について
150,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 暖房機器部品　購入の支出について
30,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 材木角材他購入の支出について
11,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 協働学習支援型ソフトウェア購入の支出について
387,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン用石灰購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス購入の支出について
18,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻鏡購入の支出について
13,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マスク　外　購入の支出について
13,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドクール　外　購入の支出について
8,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヨウ素液　外　購入の支出について
6,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性版画インク　外　購入の支出について
91,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保健用物品「爪切り」他の購入の支出について
48,619

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「さんすう　しんだんのまとめ」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋　外　購入の支出について
33,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙　外の購入の支出について
59,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダイナミックマイクロホン購入の支出について
19,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書運搬用ラック購入の支出について
47,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色紙外購入の支出について
94,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 無線ＬＡＮアクセスポイント購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハロゲンランプ外購入の支出について
55,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グレーチング購入の支出について
114,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックスほか購入の支出について
20,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰ほか　購入の支出について
49,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量紙粘土外購入の支出について
143,355

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機外購入の支出について
52,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボードマーカー　外購入の支出について
64,927
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
186,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリメインアンプ　外　購入の支出について
92,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
119,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書室用図書リズムでおぼえる漢字学習　外　購入の支出について
3,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　購入の支出について
3,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット端末の購入の支出について
348,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小学漢字辞典購入の支出について
211,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スペアインク　他購入の支出について
83,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）の印刷の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞２学期　印刷の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）印刷の支出について
30,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期分）印刷の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞「いたかの」の印刷の支出について
40,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期分）の印刷の支出について
41,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期分）印刷の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関インターホン補修工事の支出について
32,162

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂前雨押え補修工事の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館コートライン上塗の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 散水用給水管修理の支出について
27,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館立樋及び外壁補修工事の支出について
199,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋外汚水管詰まり補修工事の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
17,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス取替補修工事の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 掲示板ガラス入替修繕の支出について
11,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 家庭科室窓ガラス補修工事の支出について
13,629

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 理科室床補修工事の支出について
126,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替え工事の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
36,406

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替補修工事の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場の整地の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室トイレ補修工事の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋上プールのマンホール取替補修工事の支出について
79,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替え補修工事の支出について
3,531

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室ダクト清掃の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ブラインドの修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 音楽室オルガン修理の支出について
56,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室ガスフライヤー修理の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
122,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
17,863

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
34,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオンの修理の支出について
41,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ収集運搬料外の支出について
4,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬費の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学にかかる参加児童交通費（１／２３）の支出について
12,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１／２３）の支出について
4,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（１／２３）の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 防災体験学習にかかる参加児童交通費（１／２３）の支出について
26,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会体験にかかる参加児童交通費（１／２３）の支出について
42,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年社会見学にかかる参加児童交通費（１／２３）の支出について
17,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫　リサイクル料金並びに回収料の支出について
3,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる児童の交通費（１／２３）の支出について
4,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学（５年）にかかる参加児童交通費、観覧料の支出について
16,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ収集運搬料外の支出について
2,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫　リサイクル料金並びに回収料の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 家庭科室ミシン保守点検の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 児童英検　採点委託の支出について
121,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 屋外排水管清掃作業業務委託の支出について
378,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 小便器通管洗浄業務委託の支出について
51,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 講堂床等の洗浄清掃・ワックス塗布作業（請負）の支出について
92,167

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 和太鼓公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学（５年）にかかる参加児童交通費、観覧料の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習に伴う付添職員入館料（１／２３）の支出について
1,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 卒業遠足にかかる付添入園料（１／２３）の支出について
16,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学付添職員入館料（１／２３）の支出について
240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 蒲生野球場使用料（１／２２）の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 衣類乾燥機　購入の支出について
51,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ４８型購入の支出について
98,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プログラムチャイム購入の支出について
259,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ぶらさがり棒一式購入の支出について
166,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 縦型収納用台車　購入の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ購入の支出について
160,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「恐竜の大陸」外購入の支出について
273,583

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「１円くんと五円じい」外購入の支出について
132,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書の購入の支出について
192,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おおきなかぶ」他　購入の支出について
253,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「にじ、じいさん」外　購入の支出について
35,879

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「いつもどこかで」他購入の支出について
214,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「オバケちゃんの本」外の購入の支出について
299,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書（コミック版世界の伝記）他の購入の支出について
38,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おしゃべりさん」外購入の支出について
224,634

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書どうやってみをまもるのかな外購入の支出について
206,633

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書リズムでおぼえる漢字学習　外　購入の支出について
149,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「アンジュール」外購入の支出について
396,098

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽特別指導講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削といし特別教育テキスト購入　他の支出について
1,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 講堂用長椅子購入の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラップフィルム　購入の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 包丁外購入の支出について
59,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用直接感熱紙　購入の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 板材　外　購入の支出について
47,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーファイル、他購入の支出について
52,157
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石けん　外　購入の支出について
53,035

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削用といし取替作業特別教育教材費及受講料の支出について
1,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー購入の支出について
83,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マレット　外　購入の支出について
20,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外　購入の支出について
106,482

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
19,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電球　外　購入の支出について
57,942

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ダスターモップ用パッド他購入の支出について
31,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カード立外購入の支出について
62,267

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 世界州別地図外購入の支出について
96,811

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯外の購入の支出について
11,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
117,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 屋外用マット購入の支出について
42,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フットサルボール　外の購入の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオ外購入の支出について
129,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入の支出について
36,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 三角巾外購入の支出について
91,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯洗剤、他購入の支出について
33,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リビルトリレー基板（ガスヒーポン部品）購入の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボールバッグ外の購入の支出について
12,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 養生テープ　外　購入の支出について
57,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードル　購入の支出について
29,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台　他購入の支出について
68,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石鹸　外　購入の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球ボールの購入の支出について
35,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フック付クリップ他２点購入の支出について
17,485

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 製本テープ外の購入の支出について
40,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラッカースプレー　ほか　購入の支出について
13,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 砲丸　外　購入の支出について
68,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チャンゴ　外　購入の支出について
102,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鋼板　購入の支出について
9,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 堆肥　購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電気半田ごて　外　購入の支出について
32,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック　外購入　の支出について
21,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
63,957

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 入学案内　印刷の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 平成２７年度入学のしおり　印刷の支出について
35,769

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス破損補修工事の支出について
8,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館３階教室北サッシ窓ガラス交換工事の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 排水管補修の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 黒板貼替え工事の支出について
141,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折り機修理の支出について
32,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 トランペット外修理の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電リサイクル回収料金外の支出について
1,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 家電リサイクル回収料金外の支出について
9,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 コントラバス　購入の支出について
262,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 クラリネット購入の支出について
156,114
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター用ノートパソコン　購入の支出について
99,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 三角巾外購入の支出について
89,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 展示板購入の支出について
371,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 卓上コピー機外購入の支出について
175,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「グラウンドの詩」他購入の支出について
359,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　跳びはねる思考　外　購入の支出について
256,102

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「動物を守りたい君へ」ほか　購入の支出について
391,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし特別教育テキスト購入　他の支出について
6,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削用といし取替作業特別教育教材費及受講料の支出について
6,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ソフトボール部　外部指導者講師料の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンターインク他の購入の支出について
49,258

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ひのき角材　他の購入の支出について
48,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マークシート用紙の製造の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ギヤードモーター　他の購入の支出について
221,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーコーン他　購入の支出について
108,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 イメージドラムの購入の支出について
68,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド購入の支出について
13,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
9,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館東側給水器付近漏水補修工事の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 修学旅行用救急薬品他の現地への運搬料（１／２２の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館閲覧用図書購入の支出について
84,589

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「大阪市今昔写真集北部版」他購入の支出について
246,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤパッド　外購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 回転椅子購入の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
166,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 知的高１－６教室外ＥＨＰ空調設備修理の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　改修工事費 教室改修ガス設備工事の支出について
37,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 シュレッダー　購入の支出について
9,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電動ステープラー外購入の支出について
48,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サッカーボール外購入の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マット　外購入の支出について
162,777

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 はさみ　外　購入の支出について
1,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スクールロッカー　購入の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタ　外の購入の支出について
50,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 歯鏡購入の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 担架併用型ベンチ購入の支出について
63,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 気体採集器　外１点購入の支出について
54,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 机運搬台車ほかの購入の支出について
75,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 鉛筆削り機、テープカッター台購入の支出について
14,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 鉛筆削り器　購入の支出について
1,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 大型２穴パンチ１台購入の支出について
6,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ゴムベラ外購入の支出について
37,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛時計　外　購入の支出について
48,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ライン入り跳び箱　購入の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 演台カバー他購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カッター外購入の支出について
17,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 かるいノート黒板購入の支出について
21,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 エンジン刈払機の購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ購入の支出について
123,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電気室受変電設備補修工事の支出について
605,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図工室、理科室床樹脂加工工事の支出について
233,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス及びアクリル板入替補修工事の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 シャワー水栓取替工事の支出について
62,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館　１階　シャッター　補修工事の支出について
198,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 門扉補修工事の支出について
179,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室手すり補修工事の支出について
138,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食調理室床面補修工事の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給水管漏水工事の支出について
129,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂男子トイレ壁タイル補修工事の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 コート補修工事の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス破損入替工事の支出について
22,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室用浴室暖房乾燥機取替工事の支出について
166,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室屋内排水管漏水修理工事の支出について
217,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室上下ホワイトボード取替補修工事の支出について
247,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室　ダクトの塗装補修（分解清掃含む）の支出について
152,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３階身障者用トイレ打掛錠取替工事の支出について
14,418

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎壁面投光器及び運動場照明柱ランプ交換工事の支出について
123,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １号館３階男子トイレ大便器詰り補修工事の支出について
23,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 家庭科室等照明器具取替工事の支出について
138,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食配膳室出入口改修工事の支出について
258,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室ガラス緊急補修の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館３階男子トイレ和式便器取替工事の支出について
82,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室間仕切建具補修工事の支出について
685,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自動火災報知設備補修工事の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 集会テント　購入の支出について
135,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ハンディータイマー購入の支出について
48,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 包丁・まな板殺菌灯付消毒保管庫の購入の支出について
260,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 スクールロッカー　購入の支出について
56,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 レーザーファックス購入の支出について
41,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 書架の購入の支出について
247,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
2,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ウサギ　購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 ガス内管工事の支出について
6,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 自動火災報知設備バッテリー取替え工事の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
23,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タイムタイマーの購入の支出について
20,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレット外購入の支出について
46,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 　塗料　他の購入の支出について
54,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 盛山隆雄先生に学ぶ算数授業づくり資料代１／２４の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 教科別授業研究会参加費（１／２５）の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科特別授業にかかる講師謝礼金の支出について
16,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 図書読み聞かせにかかる講師謝礼の支出について
5,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ他購入の支出について
53,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 けいさんドリル（３学期）外購入の支出について
53,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス外購入の支出について
120,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体験学習実施に伴う材料購入（１／２３）の支出について
8,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
81,151

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キャリア教育　魚手開き体験（１／２４）材料購入の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
98,485

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＡＮケーブル３ｍ他購入の支出について
6,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 振動工具取扱安全衛生教育受講料の支出について
1,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス　外　購入の支出について
44,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大型プリンター用インク購入の支出について
89,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
79,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画板　外購入の支出について
60,394

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動糸鋸機械用替刃　外　購入の支出について
77,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 安全衛生教育振動工具取扱講習受講料外の支出について
1,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防火シャッター用蓄電池購入の支出について
96,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机天板の購入の支出について
41,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシール（蔵書整備用）外　購入の支出について
28,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卓上木琴　外　購入の支出について
85,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 研削用といし特別講習テキストの購入及び受講料の支出について
1,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン　外（集約物品）購入の支出について
79,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折り紙外購入の支出について
45,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ノーパンク一輪車　外（集約物品）購入の支出について
740,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習用個別ブース外の購入の支出について
90,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板　外の購入の支出について
39,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡外購入の支出について
113,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画和紙　他　購入の支出について
42,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石鹸液　外　購入の支出について
59,994

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー　購入の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　２００枚入外購入の支出について
77,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 セロハンテープ外購入の支出について
65,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
13,219

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルバム外購入の支出について
66,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外の購入の支出について
97,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作文用紙外購入の支出について
58,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
80,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布薬　５枚入外購入の支出について
27,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 英語学習教材購入の支出について
36,001

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フライパン外購入の支出について
73,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 剪定鋏購入の支出について
19,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ修繕部品冷却水ホース外購入の支出について
39,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーマグネットリング外購入の支出について
31,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白フキン外購入の支出について
62,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパーホルダー購入の支出について
3,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引き」購入の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 会所かご購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色和紙外購入の支出について
54,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋外購入の支出について
84,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレスミニボトル購入の支出について
40,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンギ外２点の購入の支出について
5,443

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　購入の支出について
331,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書整備用物品「置き畳」の購入の支出について
52,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外１４点の購入の支出について
83,987

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アーク溶接特別教育テキスト代外の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ノーパンク一輪車　外（集約物品）購入の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 　自由研削といし特別教育外　受講料外　の支出について
9,461

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消しゴム　他購入の支出について
56,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外購入の支出について
89,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
72,057

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 振動工具安全衛生教習にかかる受講料外の支出について
1,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーテーション外　購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
92,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 記念式典案内状　外　印刷の支出について
42,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 平成２６年度　研究紀要　印刷の支出について
125,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ５年教室及び管理作業員室　ガラス補修工事の支出について
5,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室水栓漏水修繕工事の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室照明器具補修工事の支出について
42,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館床補修工事の支出について
66,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場ネットフェンス補修工事の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室児童溜まり床防滑塗装外工事の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス漏れ修繕の支出について
3,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 池用給水バルブ補修工事の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館保安灯取り換え工事の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス補修の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 インターホン補修工事の支出について
124,135

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　球根皮剥き機　修理の支出について
18,802

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス栓取替　修理の支出について
10,627

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン外修繕の支出について
106,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 登り棒修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機の修理の支出について
49,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 自動缶切機の修理の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン点検修理の支出について
52,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂舞台幕　補修の支出について
246,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる参加児童交通費（１／２６）の支出について
25,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童交通費（１／２６）の支出について
7,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
21,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 劇鑑賞「あらしのよるに」公演　業務委託の支出について
250,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定作業委託の支出について
193,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 漏水箇所特定にかかる漏水調査業務委託の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習に伴う付添職員入場料（１／２６）の支出について
1,674

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレット端末（仕様書）購入の支出について
601,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デスクトップパソコンの購入の支出について
399,816
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 木製書架　購入の支出について
351,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
79,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーテーション外　購入の支出について
38,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「どうぶつのおやこ」外購入の支出について
304,221

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「おはなしぽっちり　ふゆ」外購入の支出について
240,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「水中犬」外の購入の支出について
64,783

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「大解説！のりもの図鑑ＤＸ」外購入の支出について
124,709

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具安全衛生教習にかかる受講料外の支出について
7,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業特別教育講習料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別教育テキスト代外の支出について
10,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 　自由研削といし特別教育外　受講料外　の支出について
68,939

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生教育振動工具取扱講習受講料外の支出について
7,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱安全衛生教育受講料の支出について
7,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 研削砥石取替特別教育講習料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 研削用といし特別講習テキストの購入及び受講料の支出について
6,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤特別教育講習料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権教育に関わる講演会　講師料の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン　外（集約物品）購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇購入の支出について
240,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 刷毛外購入の支出について
19,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ外購入の支出について
38,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館用ＣＤ―ＲＯＭの購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式サンダー　外　購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
54,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラークリアーホルダー外購入の支出について
65,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ニス　外　購入の支出について
157,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック購入の支出について
33,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットフック　他購入の支出について
10,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 物品整理棚　購入の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用ガス　外　購入の支出について
36,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 刈払い機取扱い作業者特別教育資料代外の支出について
2,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日新聞他購読料（１０～１２月）の支出について
15,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ設備補修工事の支出について
98,658

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動パンチ修理の支出について
22,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 トランペット修理の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホルン　他修理の支出について
116,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬料の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 包丁刃研ぎの手数料の支出について
15,359

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ノート型パソコン　購入の支出について
73,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 充電式サンダー　外　購入の支出について
33,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーソナルコンピュータ　外（仕様書）購入の支出について
1,183,702

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 刷毛外購入の支出について
249,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「宇宙」外購入の支出について
288,127

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払い機取扱い作業者特別教育資料代外の支出について
18,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドクリーナー外購入の支出について
25,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 理科実験用キット外購入の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 産業教育関係執務提要購入の支出について
13,956
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 問題集「東大の世界史２５ヵ年」他購入の支出について
47,941

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール温度計外購入の支出について
57,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ（ＳｔｕｄｙａｉｄＤ．Ｂ．数学チャート購入の支出について
26,742

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーコーン他１点買入の支出について
13,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 研磨剤外の購入の支出について
85,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 潤滑油外購入の支出について
62,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書印刷および筆耕の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 衣類乾燥機修理の支出について
15,001

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書印刷および筆耕の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーソナルコンピュータ　外（仕様書）購入の支出について
241,898

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部　後期現場実習講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部　現場実習講師謝礼の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーペーパー　外　購入の支出について
59,107

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 点字コンピュータ用紙　購入の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外　購入の支出について
173,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール書庫セットの購入の支出について
44,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　購入の支出について
37,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 天井扇他の購入の支出について
170,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律　手数料の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 新版Ｋ式発達検査（初級Ⅱ）講習会参加費用の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
96,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 高跳び用グラスバー　外　購入の支出について
50,297

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミシン　外（集約物品）購入の支出について
324,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ステンレス二重食缶　購入の支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタ購入の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 個人情報保護用スタンプ購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掲示板外購入の支出について
39,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 プロジェクター　ほか　購入の支出について
58,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 水泳ヘルパーの購入の支出について
13,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　購入の支出について
38,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 書庫（３段引出）外購入の支出について
143,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 トイレットペーパーホルダー購入の支出について
13,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 テープカッター　外　購入の支出について
4,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館床金具補修工事の支出について
476,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
155,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内スピーカー補修工事の支出について
99,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 砂場砂入替工事の支出について
224,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 格技室防球シート設置工事の支出について
183,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ＬＬ教室空調機修理の支出について
19,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館支柱受金具周辺床板及び基礎取替工事の支出について
464,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 　ガラスの入替の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館横給水管補修工事の支出について
221,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ５年１組教室他２教室漏水補修工事の支出について
498,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館床　補修工事の支出について
884,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室黒板貼替工事の支出について
137,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南２階教室（２１６）廊下側ガラス入替補修の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室床面補修工事の支出について
295,920
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 回転釜取替工事の支出について
623,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館階段床張替補修工事の支出について
199,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ハンディタイマー　購入の支出について
87,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 情報技術基礎実習用パーソナルコンピュータ買入の支出について
107,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
7,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
36,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 電気使用料（１２月分）　　　　　　　　　の支出について
2,832,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 １２／２５授業実技研修会講師謝礼の支出について
28,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 英語ＤＶＤ教材　他　購入の支出について
141,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ホワイトボード及びマーカー購入の支出について
15,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 電子黒板の購入の支出について
345,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 インタラクティブホワイトボード購入の支出について
172,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 盲導犬についての講話（１２／１５）講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 盲導犬講話にかかる講師謝礼の支出について
7,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 音楽授業研究講師謝礼金の支出について
59,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習（しめ縄づくり）にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習（しめ縄づくり）にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 なにわの伝統野菜学習にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板外購入の支出について
56,485

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 綿棒外購入の支出について
56,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用蓄電器他購入の支出について
84,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防球ネット（張替用）購入の支出について
13,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外購入の支出について
20,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール外購入の支出について
83,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ絞り器　外　購入の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画和紙　外　購入の支出について
37,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
555,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台布巾外購入の支出について
13,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書補修テープ外購入の支出について
95,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リングフアイル外購入の支出について
130,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 七輪体験用材料購入（１／２６）の支出について
11,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞（４月～１１月分）の支出について
4,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他諸用紙・ペンインク購入の支出について
33,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫用図書「森の絵本」外購入の支出について
290,382

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　他購入の支出について
142,171

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラワン合板購入の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸　外　購入の支出について
61,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
17,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用樹脂ワックス外購入の支出について
121,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
310,014

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生活体験学習（１／２７）にかかる物品購入の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 お玉外　購入の支出について
10,241

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 牛刀購入の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルストップウォッチ　外　購入の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポーツ用ラインパウダー購入の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫用図書（２０１４新刊絵本セット）の購入の支出について
397,821

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙外の購入の支出について
77,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鋸替刃購入の支出について
4,536
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め半紙　外　購入の支出について
83,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教職員用図書「作文レシピ１００例」他購入の支出について
58,743

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図形構成学習セットの購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
377,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生活体験学習にかかる和菓子の購入（１／２７）の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体操リング　外の購入の支出について
56,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め用紙　他購入の支出について
96,357

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管購入の支出について
34,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカの購入の支出について
31,945

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用カラー版外購入の支出について
84,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 野縁外　購入の支出について
47,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め用半紙外購入の支出について
86,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 もち焼き体験学習材料　購入（１／２７）の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トゴリ　外　購入の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール　購入の支出について
25,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシール外購入の支出について
67,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
28,642

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード　購入の支出について
14,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
145,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布粘着テープ外購入の支出について
24,354

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボールの購入の支出について
29,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究集録印刷の支出について
105,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（１２月分）　　　　　　　　　の支出について
79,856,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂横外渡り廊下鉄部塗装工事の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ４階女子トイレ補修工事の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス漏修繕工事の支出について
21,567

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス栓取替え補修工事の支出について
6,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室休憩室内装工事の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
2,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレフラッシュバルブ交換工事の支出について
40,467

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室手洗器取換工事の支出について
71,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 多目的室床貼替工事の支出について
398,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室消毒保管庫修理の支出について
58,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 Ｕ字溝設置工事の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 掲示板取付工事　外の支出について
178,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール循環ろ過装置　補修工事の支出について
117,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室シャッター取替工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関窓ガラス入替補修工事の支出について
15,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 カラーレーザープリンタ修理の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタル製版一体型印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室厨房倉庫内照明スイッチの修理　外の支出について
17,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 換気扇　修理の支出について
3,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜の修繕の支出について
126,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プロジェクター修理の支出について
24,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 包丁マナ板殺菌庫修理の支出について
16,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 台車キャスター取替修理の支出について
53,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大印刷機修理の支出について
58,104
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスアンプ修理の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 扉の錠修理の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年生社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
4,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１／２７）の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年体験活動にかかる参加児童交通費（１／２７）の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会科体験学習にかかる参加児童交通費の支出について
9,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学実施に伴う交通費（１／２７）の支出について
29,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（１／２７）の支出について
25,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 包丁研磨の支出について
5,054

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ外調律の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 包丁とぎの支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 包丁研ぎ手数料の支出について
5,054

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定　検定料の支出について
106,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 協働学習支援システム構築業務委託の支出について
491,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃委託業務の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外活動に伴う付添教員入場料　６年生１月２７日の支出について
831

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポンジマット　購入の支出について
91,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン購入の支出について
90,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷凍冷蔵庫の購入の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 フォーム跳び箱閉脚型購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払い機取扱業務特別教育受講料（２／５）の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱業務特別教育受講料（２／４）の支出について
8,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石試運転取替　特別教育等受講料の支出について
22,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育（砥石の取替え等の業務）受講料の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤　特別教育講習受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤特別教育講習受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生教育（振動工具取扱作業者）受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業外特別教育受講会費の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権教育学習（９年）講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽部指導による講師謝礼の支出について
11,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽部指導による講師謝礼の支出について
11,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽部指導による講師謝礼の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 振動工具取扱作業者安全衛生教育受講料等の支出について
1,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 給湯器　購入の支出について
37,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デスクアンダーラック外購入の支出について
55,674

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーゲームシャツ購入の支出について
37,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マット　購入の支出について
18,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鎮痛消炎剤外購入の支出について
22,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トランポリンゴムケーブル他購入の支出について
42,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタートナー　外購入の支出について
12,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入にかかる支出について
20,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 折りたたみ式作戦盤外購入の支出について
62,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 速乾性手指消毒剤外購入の支出について
69,911

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック購入の支出について
17,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マスター　外　購入の支出について
294,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 煙感知器　購入の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
322,380
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 養生テープ外　購入の支出について
17,499

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スネアスタンド外　購入の支出について
52,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直接感熱紙　他　購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
27,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
29,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
504,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ギター弦　購入の支出について
8,607

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆　外　購入の支出について
181,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー　外購入の支出について
9,109

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球用捕手ヘルメット　外の購入の支出について
43,513

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フラッグフットボール購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スチロール丸型水槽外購入の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
133,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 日本語教室　コピートナーキット　購入の支出について
42,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　特厚紙　ほか購入の支出について
73,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
69,282

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
107,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（１２月分）　　　　　　　　　の支出について
36,761,499

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 映写兼用ホワイトボード加工及び設置等工事の支出について
935,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 調理室窓ガラス割れ替え工事の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂ビデオカメラ送出設備工事の支出について
840,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 キーボード修理の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホルン外修理の支出について
259,481

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路指導用に係るレターパック購入（１月２６日）の支出について
23,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路指導書類送付に伴う郵送料（１月２６日）の支出について
32,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路書類送付に伴う簡易書留郵送料（１／２７）の支出について
15,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路関係書類送付に伴う郵便切手購入（１／２６）の支出について
24,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 教室用カーテンクリーニング処理手数料の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見にかかるシーカヤック体験料の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチテントの購入の支出について
46,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 身長計　購入の支出について
57,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「新訂原色昆虫大図鑑Ⅰ」外購入の支出について
335,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業者安全衛生教育受講料等の支出について
7,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
15,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
14,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
26,319

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
4,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（１２月分）　　　　　　　　　の支出について
19,031,013

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（１２月分）　　　　　　　　　の支出について
442,959

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 修学旅行時の緊急タクシー代（１／２７）の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 日商簿記検定２級にかかる受験料の支出について
69,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 日商簿記検定２級受験にかかる受験料の支出について
4,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
11,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（１２月分）　　　　　　　　　の支出について
5,401,115

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 紙芝居　きのこのばけもの外　購入の支出について
30,369

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール外購入の支出について
94,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 シリコンキッチンスプーン　他　購入の支出について
35,567
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 車いす（自走式、ノーパンクタイヤ）の購入の支出について
29,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ購入の支出について
49,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ビート板外購入の支出について
31,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 メトロノーム購入の支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 正門保安用インターホン・電気錠システム補修工事の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス栓取替工事の支出について
14,569

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室ガラス緊急補修の支出について
5,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 既設黒板のホワイトボードへの貼り替え工事の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室裏土間補修工事の支出について
120,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場スロープ手すり補修の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取替工事の支出について
198,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館ガラス入れ替えの支出について
12,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具補修工事の支出について
58,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室換気ダクト分解清掃の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 硝子修繕工事の支出について
28,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室ダクト雨漏り修理工事　他の支出について
139,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東館３階１－４及び教室前廊下漏水補修工事の支出について
264,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス栓取替の支出について
6,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 保健室ガラス緊急補修の支出について
17,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取替工事の支出について
413,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室ダクト耐熱塗装修理一式の支出について
235,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室調理回転釜取替工事の支出について
361,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 体育館前トイレ換気扇新設工事の支出について
98,323

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　購入の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
9,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
119,141

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 学校連絡用封筒　外（集約物品）印刷の支出について
211,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 園長室　安定器取替修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
31,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学部研究学習会　講師謝礼の支出について
29,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
48,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 電源タップ外購入の支出について
47,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 電磁力実験器　他　の購入の支出について
22,358

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
14,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　筆耕翻訳料 研究会　手話通訳料の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
23,187

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
34,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動にかかる講師謝礼金の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育授業にかかる講師謝礼金の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育授業にかかる講師謝礼金の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育授業にかかる講師謝礼金の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　他購入の支出について
98,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
544,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 振動工具取扱業務安全教育講習会資料購入外の支出について
1,230
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大判プリンタ用ロール紙外購入の支出について
50,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校活性化推進事業にかかる花束購入（１／２７）の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
203,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 抗菌綿棒　外購入の支出について
16,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙　外　購入の支出について
63,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋他購入の支出について
96,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土ねんど外購入の支出について
34,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール購入の支出について
49,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書用ブラシ購入の支出について
5,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体験授業に伴う鉢花購入（Ｈ２７年１月２７日）の支出について
26,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 立ち幅跳びマット　外　購入の支出について
72,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用図書「未来の大人へ語る１」外購入の支出について
390,441

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスタカラーペン外購入の支出について
36,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板外購入の支出について
51,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石鹸液外購入の支出について
22,217

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 賞状用紙購入の支出について
20,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 伝統行事文化体験にかかる凧の購入の支出について
10,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチックフェンス購入の支出について
8,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板　ほか　の購入の支出について
99,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 工作方眼ボール紙他購入の支出について
48,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジたわし　ほか購入の支出について
41,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラービニール袋　外１２点の購入の支出について
79,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス外購入の支出について
55,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性ペン外購入の支出について
41,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトペンほか　購入の支出について
69,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 製版用原紙　外　購入の支出について
88,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パソコン購入の支出について
95,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 棒ビン他購入の支出について
68,733

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　外　購入の支出について
21,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードル　外購入の支出について
117,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校連絡用封筒　外（集約物品）印刷の支出について
4,679,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入の支出について
99,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生活体験学習にかかる「チヂミ大会」材料費の支出について
7,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
155,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドリームマップワークブック購入の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙コップ　ほか購入の支出について
94,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 陶芸用絵の具外購入の支出について
61,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
55,455

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外　購入の支出について
45,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 速乾性手指消毒剤　購入の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート・外　購入の支出について
178,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機修理用部品「排版バネ」の購入の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タオルふきん他購入の支出について
21,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布リボン　他　購入の支出について
30,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ネット包帯他購入の支出について
72,457

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版木外購入の支出について
144,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 排水口用トラップ購入の支出について
23,328
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マスク外購入の支出について
22,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耐水ベニヤ板　外　購入の支出について
24,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙ねんど他購入の支出について
62,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外３点　購入の支出について
373,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤　購入の支出について
3,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラワンベニヤ　外購入の支出について
18,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 朱肉　外　購入の支出について
38,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石鹸　外購入の支出について
35,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
54,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教育用ブロック購入の支出について
253,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＩＣレコーダー外購入の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ざる外購入の支出について
19,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
30,445

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石けん液購入の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軍手　外購入の支出について
32,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤・外　購入の支出について
70,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡声器　外　購入の支出について
38,394

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 りんご皮むき機購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー角ざる他購入の支出について
25,047

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
67,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーファイル外購入の支出について
91,929

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テープカッター外購入の支出について
73,009

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺外の購入の支出について
18,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール袋　外購入の支出について
40,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジョイントクッション　購入の支出について
204,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リビルトスターター（ＧＨＰ修理部品）購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体採集器外購入の支出について
33,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ　購入の支出について
255,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
1,167,694

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパネ他購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 毎日新聞購読料１０～１２月分の支出について
12,111

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コールドスプレー外購入の支出について
33,747

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事務用回転いす購入の支出について
43,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 殺菌用消毒剤　他　購入の支出について
22,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要　印刷の支出について
128,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要の印刷の支出について
174,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室黒板張替修理の支出について
192,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰエアコン修理の支出について
121,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂外窓他窓ガラス入れ替えの支出について
31,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 アルミ建具外れ止め取付修理工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館２階１年１組出入口硝子補修工事の支出について
17,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂窓ガラス入替え工事の支出について
386,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
25,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
12,771

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
29,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動糸のこ修理の支出について
10,746
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
20,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜修理の支出について
72,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 身障者用トイレフラッシュバルブ取替修理の支出について
35,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室照明器具修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ブラインド修理の支出について
17,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 スネアドラム修理の支出について
4,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜修理の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室冷凍冷蔵庫修理の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
9,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ボイラー　修理の支出について
78,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 木製引き違い建具錠前修理の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
43,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
13,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 糸のこ機械修理の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 保健室　洗濯機修理の支出について
10,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛乳外購入の支出について
25,163

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用豚肉外購入の支出について
77,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用ホッケ開き外購入の支出について
41,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛乳購入の支出について
10,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用千切ごぼう外購入の支出について
246,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 アップライトピアノ移動料の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校長経営戦略予算での社会見学にかかる児童交通費の支出について
17,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年校外学習にかかる参加児童分交通費の支出について
19,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童交通費（１／２８）の支出について
8,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費の支出について
13,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年大阪体験学習にかかる参加交通費（１／２８）の支出について
3,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷凍冷蔵庫　リサイクル料・収集運搬料の支出について
4,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる交通費の支出について
7,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（１／２８）の支出について
5,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童交通費・入場料（１／２８）の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷凍冷蔵庫　リサイクル料・収集運搬料の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 給食室換気扇清掃手数料の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 給食室　包丁研ぎ手数料の支出について
5,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 包丁刃研ぎ処理手数料の支出について
5,054

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 管理作業員室ガラスフィルム剥離作業手数料の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 体育館床面ワックスがけ業務委託の支出について
486,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
45,051

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる児童交通費・入場料（１／２８）の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学に伴うプラネタリウム見学料（１／２８）の支出について
11,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 鉄棒逆上がり補助板購入の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架　外購入の支出について
280,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シューズボックス　購入の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マリンバ　購入の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ハードル　外購入の支出について
111,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「くつした」外　購入の支出について
140,977

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「戦争を知る絵本」他　購入の支出について
254,687
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「希望の牧場」外購入の支出について
243,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「１００１のさがしもの絵本」外購入の支出について
301,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「英語でしゃべろう！」外購入の支出について
386,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「きもち」外の購入の支出について
93,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱業務安全教育講習会資料購入外の支出について
7,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽部指導にかかる講師謝礼の支出について
11,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ　外購入の支出について
93,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用インク外購入の支出について
79,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄粉他購入の支出について
52,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤　外　購入の支出について
14,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー　外　購入の支出について
123,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台　外購入の支出について
32,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
154,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 光学機器用ハロゲン電球外　購入の支出について
83,478

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 閲覧テーブル２台購入の支出について
47,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　外　購入の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 傘立外購入の支出について
43,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　他　購入の支出について
50,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 裁ちばさみ　他　購入の支出について
54,583

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 酸化銅　外　購入の支出について
8,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プーリー付発電機　ほか　購入の支出について
44,253

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塩化ナトリウム他購入の支出について
7,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 丸のこ等取扱作業安全衛生教育テキスト購入　外の支出について
1,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
718,405

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
277,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色紙外購入の支出について
40,694

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
87,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
400,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パヂチョゴリ　　外　　購入の支出について
59,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパス他２７点購入の支出について
179,118

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 四つ切画用紙　他購入の支出について
20,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性シーラー他購入の支出について
79,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デザイン筆　他　購入の支出について
63,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 振動工具安全衛生教育受講料の支出について
1,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ教材　ほか　購入の支出について
15,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘキサゴンビットソケットセット外購入の支出について
46,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 はんだごて　他　購入の支出について
66,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水彩絵の具外購入の支出について
5,886

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鋸替刃他　購入の支出について
11,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 三角フラスコ外の購入の支出について
88,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土ほか購入の支出について
4,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バトミントンネット　他　購入の支出について
48,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学校連絡用封筒　外（集約物品）印刷の支出について
2,535,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光水銀灯　外購入の支出について
51,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 片かぎ針　外購入の支出について
63,643

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バラス外購入の支出について
46,278

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フラッシュカード購入の支出について
17,064
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 赤ゴム栓　他　購入の支出について
8,957

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館窓ガラス入れ替え修繕の支出について
22,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 管理作業員室　畳入替工事の支出について
82,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館東側窓硝子入替補修の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 移動式防球ネット補修の支出について
348,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
41,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 Ｂｂクラリネット　外　修理の支出について
79,767

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器　アルトサックスの修理の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 食堂系統膨張タンク用ボールタップ取替の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛肉外購入の支出について
39,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛乳購入の支出について
10,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用果実入ゼリー外購入の支出について
21,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用クロワッサン外購入の支出について
15,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用キャベツ外購入の支出について
104,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年校外学習にかかる参加生徒交通費（１／２８）の支出について
114,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路関係書類送付に伴う郵便切手購入（１／２７）の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 ガスヒーポン室内機分解洗浄清掃外業務委託の支出について
230,742

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
156,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 図書室用木製書架　購入の支出について
282,823

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 メタルハライドランプ　外購入の支出について
50,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 蛍光水銀灯　外購入の支出について
40,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用書籍「代打の哲学」他購入の支出について
261,613

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業　講習受講料の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 丸のこ等取扱作業安全衛生教育テキスト購入　外の支出について
7,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機・振動工具特別教育講習受講料の支出について
20,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具安全衛生教育受講料の支出について
7,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ソフトテニス部外部指導者講師料の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ＥＢＣ講師謝礼金の支出について
22,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットベース他購入の支出について
41,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 日商簿記検定問題集購入の支出について
3,985

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 メモリ　他の購入の支出について
329,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 湯沸かし器　購入の支出について
33,345

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
45,119

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
181,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電子ジグザグミシン購入の支出について
153,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電子体温計外購入の支出について
24,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 粘着テープ付封筒他購入の支出について
41,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル指導書購入の支出について
37,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
119,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
79,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 学校連絡用封筒　外（集約物品）印刷の支出について
498,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器ホルン修理の支出について
10,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 シュレッダーの修理の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 修学旅行行事用備品運搬費（１／２８～１／３１）の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 スキー修学旅行に伴うリフト代他の支出について
37,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＡＶラック購入の支出について
82,701

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
33,264
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ピアノ用メンテナンス剤　購入の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 学校連絡用封筒　外（集約物品）印刷の支出について
199,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
139,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
10,411

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
18,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 アップライトピアノ　コード張替修理　外の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 アップライトピアノ　コード張替修理　外の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオ他購入の支出について
4,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 蓄電実験器　購入の支出について
21,189

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール購入の支出について
4,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サンドウエイト他１点購入の支出について
7,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スチール書架　　購入の支出について
50,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 長胴太鼓　他購入の支出について
104,306

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 案内板購入の支出について
14,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＬＥＤペンライト　購入の支出について
1,166

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入れ替えの支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
9,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 窓サッシ戸車及びクレセント取替補修工事の支出について
99,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎３Ｆ　柵　補修工事の支出について
206,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール用給水制水弁不良取替修理工事の支出について
120,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館３階トイレ他漏電補修工事の支出について
497,674

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室　回転釜　取替工事の支出について
380,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給茶室配管漏水補修の支出について
124,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎外壁クラック補修工事の支出について
124,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館入口袖網入り透明ガラス１枚破損修理の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 受水槽・高架水槽補修工事ほかの支出について
124,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 理科室排水管補修工事の支出について
117,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室水漏れ補修工事の支出について
47,919

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関ドアの補修・開閉の調整の支出について
42,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 事務室引違戸補修工事の支出について
209,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 倉庫前照明器具取付補修工事の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自動火災報知設備補修工事の支出について
139,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 受水槽天板パネル補修工事の支出について
384,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎３階男子トイレブース　外　補修工事の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関扉外ガラス補修工事の支出について
56,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 水道仕切弁取替工事の支出について
96,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校用オルガン購入の支出について
277,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 金管楽器コルネット購入の支出について
52,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　卓上用紙折り機ほか購入の支出について
396,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 長胴太鼓　他購入の支出について
55,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 充電式芝刈機　購入の支出について
65,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 会議テーブル　の購入の支出について
235,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ファクシミリ購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 スチールパンコンサート鑑賞と体験講師謝礼金の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 スチールパンコンサート鑑賞と体験講師謝礼金の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 スチールパンコンサート鑑賞と体験講師謝礼金の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 「英語で遊ぼう」にかかる講師謝礼の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 花の苗の購入の支出について
7,700
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 名札購入の支出について
16,619

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 腐葉土外１点購入の支出について
9,234

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 裁断機の購入の支出について
19,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 玄関東側ガス管修理工事の支出について
2,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 園庭給水管修理工事の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 照明器具改修工事の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
23,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 校内研修会にかかる講師謝礼の支出について
15,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 校内研修会に係る講師謝礼の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 支援部　視覚障害実態把握研修会　講師謝礼の支出について
21,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「がんばる先生」授業研究研修会に係る講師謝礼の支出について
59,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 封筒印刷の支出について
28,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 鉄琴　その他の購入の支出について
80,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 　シナ材　他の購入の支出について
37,843

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 からくり人形用工具（糸のこ盤他）の購入の支出について
198,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 からくり人形用工具（糸のこ盤他）の購入の支出について
152,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 １月分実習講師謝礼の支出について
17,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 特別講義にかかる講師謝礼の支出について
23,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 備品購入費　校用器具費 切削機購入の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国・朝鮮の文化学習に伴う講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 鍛え直しプログラムにおける講師への報償費の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 鍛え直しプログラムにおける講師への報償費の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 伝統野菜栽培（自然体験）講師謝礼の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動の校内研修講師謝礼の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 鍛え直しプログラムにおける講師への報償費の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語（英語）活動にかかる講師謝礼の支出について
92,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 鍛え直しプログラムにおける講師への報償費の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 刈払機安全教育受講料（テキスト含）　の支出について
1,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 刈払機取扱作業者安全衛生教育受講料の支出について
2,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 振動工具講習テキスト代　外の支出について
1,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 管理作業員の振動工具講習受講料　外の支出について
1,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板　外　購入の支出について
98,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙芝居外購入の支出について
28,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ノースポールの苗　外購入の支出について
70,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書庫外購入の支出について
263,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バッティングティー　購入の支出について
9,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガーデンシクラメン外購入の支出について
60,274

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管　購入の支出について
11,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 刈払機取扱作業者安全衛生教育テキスト代の支出について
1,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色ケント紙外購入の支出について
36,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石けん、他購入の支出について
11,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸のこ安全教育受講料（テキスト含）　の支出について
1,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用紙　外購入の支出について
53,319

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダンボール箱外購入の支出について
98,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
34,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体験学習「和菓子作り」（１／２９）実習材料費の支出について
8,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 地域体験学習にかかる調理実習材料費（１／２９）の支出について
1,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 漢字ドリル外購入の支出について
500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 毎日小学生新聞購読料（４～９月分）の支出について
9,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室空調機修理の支出について
40,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ビオトープ埋め戻し整地工事の支出について
197,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場外壁柵補修工事の支出について
98,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 地下通路塗装工事の支出について
324,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転釜修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
109,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 事務管理室・職員室流し台排水トラップ補修の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーデイオン修理の支出について
79,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動ホッチキス修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ブラインド修理の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 冷・温水器修理業務の支出について
34,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室遠赤ヒーター修理の支出について
52,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年生卒業遠足実施にかかる児童交通費の支出について
11,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習実施にかかる参加児童交通費等（１／２９の支出について
17,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費外１／２９の支出について
7,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習（１／２９）にかかる参加児童交通費の支出について
4,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学（１／２９）にかかる参加児童交通費の支出について
13,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる児童交通費（１／２９）の支出について
11,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定　検定料の支出について
188,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定作業業務委託の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 卒業遠足にかかる付添入場料（１／２９）の支出について
29,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 卒業遠足にかかる付添職員入場料の支出について
25,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費外１／２９の支出について
5,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 キッザニア甲子園付添職員入場料の支出について
1,674

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学に伴う参加児童入場料（１／２９）の支出について
6,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験学習実施にかかる参加児童交通費等（１／２９の支出について
18,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 キッザニア甲子園入場料の支出について
3,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学付添にかかる鑑賞料（１／２９）の支出について
480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 卒業遠足にかかる参加児童入場料等（１／２９）の支出について
47,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 遠足（１／２９）付添職員入場料の支出について
1,674

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年卒業遠足に伴う付添教職員入場料（１／２９）の支出について
29,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 外部の教育力活用にかかる鑑賞料（１／２９）の支出について
9,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　外（仕様書）購入の支出について
665,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「運動ができるようになる本」外購入の支出について
305,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱作業者安全衛生教育受講料の支出について
18,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 管理作業員の振動工具講習受講料　外の支出について
7,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱作業者安全衛生教育テキスト代の支出について
9,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー　特別教育受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機安全教育受講料（テキスト含）　の支出について
9,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石試運転取替の特別講習参加費の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具講習テキスト代　外の支出について
7,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 丸のこ安全教育受講料（テキスト含）　の支出について
7,470
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権学習にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「基礎からの学習法」講演事業にかかる講師謝礼金の支出について
17,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 一泊移住スキー指導員講師謝礼の経費（１／３０）の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロン外購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 運動用応急処置セット購入の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 竹刀　購入の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー　外購入の支出について
40,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シーラー、外購入の支出について
47,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木刀　購入の支出について
13,659

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入の支出について
26,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　購入の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆　外　購入の支出について
22,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車購入の支出について
9,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てカメラ購入の支出について
14,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 筆ペン　外　購入の支出について
187,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レンズシート　外　購入の支出について
291,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　外　購入の支出について
24,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 文化鍋　外購入の支出について
51,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フラッシュカード　購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２－１普通教室窓硝子補修工事の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 インターフェイスボックスの取付工事の支出について
193,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
13,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 チューバ修理外の支出について
12,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスクラリネット修理外の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット外修理の支出について
53,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 インターホン修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 一泊移住参加生徒に係る諸経費（１月３０日）の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 一泊移住参加生徒に係る諸経費（１月３０日）の支出について
55,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 私立高校宛３年生調査書郵送料（１／２８）の支出について
26,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路書類送付に伴う郵便切手の購入（１／２８）の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 個人報告書送付に伴う郵便切手購入（１／２８）の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 キャリア教育学習（７年）にかかる生徒交通費の支出について
23,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 ８年生キャリア教育学習にかかる生徒交通費の支出について
14,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 電動裁断機刃研ぎの支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 一泊移住参加生徒に係る諸経費（１月３０日）の支出について
7,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　損害保険料 一泊移住参加生徒に係る諸経費（１月３０日）の支出について
2,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 マラソン大会に伴う長距離走路使用料（１／２９）の支出について
5,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校内マラソン大会にかかる長居陸上競技場利用料の支出について
2,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 春日出運動場使用料２・３月分（１／２８）の支出について
153,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 一泊移住参加生徒に係る諸経費（１月３０日）の支出について
89,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 木工工作台他の購入の支出について
291,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「翔ぶ少女」他の購入の支出について
354,193

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「デミアン」他購入の支出について
116,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石試運転取替講習受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育「振動工具取扱作業」、他受講料の支出について
21,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパーフィーダー他１件買入の支出について
65,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 入試用ソフトボール購入の支出について
59,400
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ノギス　他の購入の支出について
91,503

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ダブルクリップ外購入の支出について
37,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ洗面器排水管フラッシュバルブ等不具合修理の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
3,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 バリトンサックス修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ他家電リサイクル運搬料他の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 テレビ他家電リサイクル運搬料他の支出について
18,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 耳鏡購入の支出について
38,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 マイコン電動ポット購入の支出について
12,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ購入の支出について
22,874

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール内テント鉄部塗装工事の支出について
76,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　ＤＶＤプレーヤー　外　購入の支出について
11,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 インターホン玄関子機外購入の支出について
17,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ホワイトボードの購入の支出について
56,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 握力計外購入の支出について
70,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 包丁購入の支出について
35,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パルスオキシメータ外購入の支出について
38,491

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 書画カメラほか　購入の支出について
73,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 鼻鏡外購入の支出について
65,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 キュービクル外装塗装補修工事の支出について
98,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プログラムタイマーの補修工事の支出について
352,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西側フェンス補修工事の支出について
118,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 フル２線リモコンリレー取替工事の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 　体育館照明器具取替の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室用給湯ボイラー取替工事の支出について
439,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール倉庫漏水補修工事の支出について
248,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 握力計外購入の支出について
49,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
2,311

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
2,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
13,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
33,323

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教材図書購入の支出について
4,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
187,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 社会科授業用都道府県調査にかかる郵便切手購入の支出について
5,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 算数科そろばん指導に伴う講師謝礼金の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国の文化に触れる取組の講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育（１／１３）にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 採点ペンインクカートリッジ外購入の支出について
90,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館蔵書整備ソフト　外　購入の支出について
142,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス　購入の支出について
87,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
25,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おはな紙　外購入の支出について
49,786

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
312,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷湿布　外購入の支出について
88,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールソフトボール　外　購入の支出について
53,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ロールスクリーン　購入の支出について
13,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
351,714

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
368,626
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙芝居おいしい日本の食べ物民話他購入の支出について
59,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆削り　他購入の支出について
47,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校活性化推進事業にかかる花束購入（１／２９）の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化用「園芸用土」購入（１／３０）の支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エンジン式ブロア購入の支出について
19,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　他　購入の支出について
44,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 研究紀要印刷製本・封筒印刷の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外７点購入の支出について
34,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木炭　外１点購入の支出について
3,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マス黒板購入の支出について
25,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性刷毛　外　購入の支出について
29,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たわし　外５点購入の支出について
42,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　外購入の支出について
66,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞購読料４～１１月分の支出について
4,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 豆電球外購入の支出について
25,326

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外　購入の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジ外購入の支出について
36,234

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外４点購入の支出について
53,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アコーディオンカーテン購入の支出について
182,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め用半紙他の購入の支出について
49,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 分別カラーペール外購入の支出について
26,109

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削用といし取り替え講習受講料ほかの支出について
1,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブルーシート外４点の購入の支出について
16,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム手袋外の購入の支出について
23,122

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアフォルダー購入の支出について
26,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折紙外３点の購入の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スキャナーの購入の支出について
29,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸトナーカートリッジ外１７点購入の支出について
246,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトボール用具セット購入の支出について
60,011

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　購入の支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 昔の道具セット外購入の支出について
94,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木版画基本セット他購入の支出について
67,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙外購入の支出について
20,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ外購入の支出について
122,143

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画板外　購入の支出について
80,738

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステップラー針外購入の支出について
80,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 超軽量油粘土　他　購入の支出について
37,161

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルテレビチューナー購入の支出について
34,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バレン外購入の支出について
18,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 刊行物きみのからだのおもしろ新聞４月～１１月の支出について
3,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
110,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジャンピングリング外購入の支出について
73,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
25,423

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙他購入の支出について
94,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙　外購入の支出について
98,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級図書「でんでんむしのかなしみ」他購入の支出について
66,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床油購入の支出について
10,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量かみねんど購入の支出について
39,680
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 参加・体験型学習　昔遊び講師への花束購入の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生活体験学習（１月２９日実施）花材料費購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 諸用紙「白画用紙」他の購入の支出について
72,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラービニール袋外購入の支出について
97,019

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インフルエンザクリーナー外購入の支出について
20,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画板外　購入の支出について
62,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤外８点　購入の支出について
85,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋　外購入の支出について
41,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札購入の支出について
52,403

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
648,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 算数研究集録印刷の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 冊子「研究紀要」印刷の支出について
267,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要　印刷製本の支出について
199,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷製本・封筒印刷の支出について
169,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
83,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関床タイル防滑工事の支出について
166,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室水槽水漏れ補修工事の支出について
30,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 鉄門扉塗装補修工事の支出について
135,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス修理の支出について
32,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス補修の支出について
19,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室シャワー水栓不良修理工事の支出について
37,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールシャワー床面補修工事の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３階防火扉ドアチェック外取替工事の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 包丁まな板殺菌庫修理の支出について
26,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
43,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子ホッチキス修理の支出について
23,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用鶏生つみれ外購入の支出について
356,501

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年社会見学にかかる参加児童交通費（１／３０）の支出について
11,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習実施にかかる参加児童交通費等（１／３０の支出について
14,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外体験活動にかかる参加児童交通費他１／３０の支出について
19,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１／３０）の支出について
19,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学に伴う交通費（６年生・１月３０日）の支出について
16,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１／３０）の支出について
13,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費外（１／３０）の支出について
5,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費他の支出について
7,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費外１／３０の支出について
8,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習参加児童交通費外（１／３０）の支出について
9,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年生社会見学の参加児童交通費（１／３０）の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律料の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律　手数料の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃（外側）業務委託の支出について
38,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 花壇整備業務委託の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 イチョウ　外樹木剪定作業業務委託の支出について
127,440
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 エアコン洗浄業務委託の支出について
350,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 卒業遠足にかかる付添教職員入園料（１／３０）の支出について
25,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験学習実施にかかる参加児童交通費等（１／３０の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験学習にかかる参加児童交通費外（１／３０）の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習にかかる付添教職員入場料（１／２９）の支出について
25,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる参加児童交通費他の支出について
9,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年卒業遠足に伴う付添教職員入場券購入１／３０の支出について
20,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習参加児童交通費外（１／３０）の支出について
17,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 卒業遠足（１月３０日）にかかる付添職員入場料の支出について
3,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 卒業遠足の付添職員入場料（１／３０）の支出について
20,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 卒業遠足に伴う付添職員分ＵＳＪ入園料（１／３０の支出について
16,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 生活体験学習にかかる積み木借入代の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外体験活動にかかる参加児童交通費他１／３０の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習にかかる付添職員入場料（１／３０）の支出について
20,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費外１／３０の支出について
10,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 卒業遠足引率に伴う職員入場料（１／３０）の支出について
16,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年卒業遠足　付添教職員入場料（１／３０）の支出について
16,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 特別支援教室用　ガス瞬間給湯器　購入の支出について
95,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 屋内屋外用小型タイマー購入の支出について
130,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「はじめての飼育２」外６点購入の支出について
258,753

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「例解小学国語辞典」購入の支出について
303,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「にじ・じいさん」外　購入の支出について
275,663

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ポプラディア情報館」購入の支出について
109,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ええきもち　ええかんじ」外購入の支出について
179,579

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ポプラディア大図鑑」外購入の支出について
75,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「黒魔女さんが通る」外購入の支出について
256,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館図書「かいけつゾロリシリーズＡ」外購入の支出について
187,319

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業教育受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石試運転取替講習受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業講習　受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削用といし取り替え講習受講料ほかの支出について
6,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 電動工具類等の特別教育受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
381,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
89,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スタックテーブル購入の支出について
187,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　外　購入の支出について
40,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷湿布他９点購入の支出について
33,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール他４点購入の支出について
80,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジ購入の支出について
64,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
276,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 戸当たりゴムの購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 貫板外購入の支出について
39,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙やすり　外　購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 帯出者カード外購入の支出について
28,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
94,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球ボール購入の支出について
10,886

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯の購入の支出について
4,860
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校入試問題正解２０１５外の購入にかかる支出について
31,686

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 菜園プランター　外　購入の支出について
95,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 土砂落とし用マット　他　購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
67,878

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シート状ホワイトボード外購入の支出について
82,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミ枠足付鏡　購入の支出について
14,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板、他購入の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
62,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外購入の支出について
81,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外　購入の支出について
37,389

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷湿布　外購入の支出について
9,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
333,201

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 加湿器フィルター他１２点購入の支出について
49,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電動裁断機用替刃　外の購入の支出について
30,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム長靴　外　購入の支出について
200,242

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーズ手芸セット外購入の支出について
15,013

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外購入の支出について
155,255

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン用石灰外購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用インク外購入の支出について
146,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車　購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印泥外購入の支出について
21,734

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 板硝子補修工事の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 天井ダクト換気扇取替工事の支出について
122,191

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 埋込スイッチ補修の支出について
9,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理一式の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ノートパソコン修理一式の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 スポーツタイマー修理の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
109,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機（リコーＢ４１１）修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用つきこんにゃく外購入の支出について
301,714

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路関係書類　郵送料（１月２９日）の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 校舎建て替えに伴う物品運搬代の支出について
299,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アルトサクソフォンの購入の支出について
179,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 キャンプテント　の購入の支出について
267,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「Ｔｏｐ　Ｄｏｇ」他購入の支出について
50,319

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
364,427

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ちくま日本文学」、他購入の支出について
386,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「イヌのなみだ」外購入の支出について
290,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石特別教育受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ＥＢＣ講師謝礼金の支出について
35,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
40,727

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
44,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
55,533

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
65,826

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 グランド使用料（１月３０日）の支出について
66,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中学部２年付添職員ボーリング貸靴料１／３０の支出について
4,810
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 フィンガーシンバル　外　購入の支出について
43,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 クラベス外の購入の支出について
15,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 画用紙整理棚　購入の支出について
59,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 採点ペン，円切カッター購入の支出について
16,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ハードル購入の支出について
90,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン外１点の購入の支出について
42,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 技術室用掃除機２台の購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
38,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 面相筆上製購入の支出について
7,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 炊飯器　購入の支出について
28,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 作業用チェアー　外１点購入の支出について
9,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 剣先スコップ購入の支出について
9,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ぞうきんかけ　購入の支出について
34,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ブックエンド　他　購入の支出について
13,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 三槽シンク取り替え工事の支出について
378,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場防球ネット補修工事の支出について
451,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食調理室　二槽シンク漏水補修工事の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東門　モルタル剥落等補修工事の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 通用門扉開閉部等破損補修工事の支出について
111,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校庭整備工事の支出について
648,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 渡り廊下屋根補修工事の支出について
181,926

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 スピーカ不鳴動補修の支出について
66,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替え補修の支出について
16,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内放送設備補修工事の支出について
336,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 高置水槽マンホール修繕補修工事の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎１階便所前給水管補修工事の支出について
394,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎教室（１１ヶ所）扉錠前取替補修工事の支出について
180,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室回転釜取替工事の支出について
367,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館軒天補修工事の支出について
998,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ボタン電話設置補修工事の支出について
419,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラスわれ替え補修工事の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 男子トイレ小便器センサー補修工事の支出について
52,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 １・２・６号階段　外回手摺設置工事の支出について
417,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 紙折り機　購入の支出について
291,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ひな段　購入の支出について
203,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
2,530,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
56,423

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おままごと野菜たっぷりセット外の購入の支出について
29,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワックス　購入の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 角パイプ外の購入にかかる支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 インクカートリッジの購入の支出について
18,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワックス他の購入の支出について
64,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　食糧費 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 ガス栓修理の支出について
7,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 正門インターホン取替え工事の支出について
159,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 ピアノ修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
93,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 グランドピアノ調律　外１件の支出について
38,880
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
65,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校行事部冬季研修会１２月にかかる講師謝礼金の支出について
16,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学部日本語文法指導講演会　講師謝礼の支出について
29,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 校内研修会にかかる講師謝礼の支出について
12,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 職員研修（いじめ防止研修会）にかかる講師謝礼金の支出について
14,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 電源装置　他　の購入の支出について
201,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究発表会資料配布用角２封筒購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タッチペン外購入の支出について
27,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 携帯型双眼実体顕微鏡２台購入の支出について
58,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 生徒指導研究発表会にかかる会場使用料　１／３１の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
80,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習「いのちのふれ合い授業」の謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 鍛え直しプログラムにおける講師への報償費の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 鍛え直しプログラムにおける講師への報償費の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習「いのちのふれ合い授業」の謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国・朝鮮文化体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 絵本の読み聞かせ指導講師謝礼金の支出について
10,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 道徳教育推進にかかる講師謝礼金の支出について
5,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習「いのちのふれ合い授業」の謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国・朝鮮文化体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習「いのちのふれ合い授業」の謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 絵本の読み聞かせ指導講師謝礼金の支出について
10,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫「ことばって楽しいな」他　購入の支出について
209,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
173,363

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め用半紙　外　購入の支出について
69,773

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 化石原石購入の支出について
10,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初半紙　外購入の支出について
132,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版木　外　購入の支出について
32,743

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシール購入の支出について
75,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
62,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外購入の支出について
31,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外４点購入の支出について
29,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語辞典　外購入の支出について
44,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
151,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 衣服収納ワゴン　他　購入の支出について
67,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ（ガスヒーポン）補修用部品購入の支出について
10,087

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インターホン購入の支出について
23,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
24,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタートナー購入の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 毎日新聞（４～９月）購読の支出について
24,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
15,857,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軍手他購入の支出について
70,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更衣ロッカー　購入の支出について
24,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色覚検査表　外の購入の支出について
24,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根ヒヤシンス外購入の支出について
17,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性ペン外購入の支出について
52,455
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ６年学級文庫用図書「源平の風」外購入の支出について
34,321

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンデンサー外購入の支出について
33,257

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テープカートリッジ外購入の支出について
82,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外購入の支出について
68,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板他購入の支出について
93,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絵本の補修キット購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 なわとびのとび方の説明板の購入の支出について
36,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画インキ　外購入の支出について
46,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め用半紙外購入の支出について
111,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ５年大阪体験学習にかかる参加児童分材料購入の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用板外の購入の支出について
141,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科実験用ガスコンロ　外購入の支出について
54,043

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童氏名ゴム印　購入の支出について
4,957

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新一年生の手引き（平成２７年度入学用）購入の支出について
19,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削といし特別教育テキスト購入及び受講料の支出について
1,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水温計　外購入の支出について
65,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞購読料４～１１月の支出について
3,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子新一年生の手引（平成２７年度入学用）購入の支出について
12,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引」購入の支出について
11,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドライワゴン他購入の支出について
43,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外購入の支出について
17,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　外購入の支出について
33,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットペーパー外購入の支出について
50,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジ外購入の支出について
97,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土購入の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットリングネット　外　購入の支出について
64,098

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
660,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土外購入の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
79,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 安全衛生教育（刈払機）受講料及びテキスト購入の支出について
1,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インターホン　外購入の支出について
350,433

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ購入の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　他　購入の支出について
60,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
281,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
158,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙他購入の支出について
78,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 日章旗　外　購入の支出について
19,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸いす購入の支出について
47,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テープカートリッジ外購入の支出について
107,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットカートリッジ購入の支出について
88,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 彫刻・作成による児童名札の購入の支出について
58,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 英語学習指導用ワークブック購入の支出について
66,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
9,018

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーコーン外購入の支出について
19,602

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラ板　外　購入の支出について
12,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メトロノーム　外購入の支出について
95,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機ほかの購入の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土外購入の支出について
82,527
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸型水槽　外購入の支出について
24,005

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 返却日案内万年カレンダー　外　購入の支出について
57,021

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用トナーカートリッジ購入の支出について
23,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ケシゴム外の購入の支出について
59,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引」購入の支出について
5,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴミ袋　外　購入の支出について
51,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
69,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
106,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）印刷の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要　印刷の支出について
135,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
35,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
55,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校要覧印刷の支出について
39,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 消火水槽　漏水修理の支出について
35,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修の支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 すりガラス入替えの支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 電子黒板機能内蔵プロジェクター設置工事の支出について
922,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室ガラス入替の支出について
13,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 池給水設備補修工事の支出について
88,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室コンセント取替配線修理外１件の支出について
11,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館３階　男子トイレ天井内ポンプ漏水補修請負の支出について
29,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 廊下土間補修工事の支出について
197,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ排水管通管工事の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講演台補修料の支出について
141,155

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室食器洗浄機修理の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
77,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機（リソグラフ）の修理代の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 包丁まな板殺菌庫修理の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂の放送設備機器修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
237,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガスヒートポンプエアコン修理の支出について
10,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折り機　他修理の支出について
22,291

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 湯沸器取替の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
29,354

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 三槽シンク修理の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
12,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪くらしの今昔館見学にかかる参加児童交通費の支出について
1,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年社会見学にかかる交通費（２／２）の支出について
17,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（２／２）の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学に係る参加児童交通費（２／２）の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 昔のくらし体験学習にかかる児童交通費（２／２）の支出について
12,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪探検にかかる児童交通費（２／２）の支出について
18,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年生社会見学にかかる児童交通費（２／２）の支出について
4,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
2,106,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年社会見学にかかる参加児童交通費（２／２）の支出について
14,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定　検定料の支出について
283,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
12,960
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
200,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 平成２６年度日本漢字能力検定検定料（１／３０）の支出について
121,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機リサイクル料の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 漢字検定料の支出について
198,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 劇鑑賞「オズの魔法使い」公演の業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 体育館床洗い美装業務委託の支出について
496,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 スロープ下部清掃作業業務委託の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃（内側）業務委託の支出について
38,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
1,195,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 キッザニア甲子園付添職員入場料の支出について
3,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年卒業遠足下見入場料の支出について
6,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ドライワゴン他購入の支出について
274,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 引出ユニット　購入の支出について
69,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 印刷機　購入の支出について
294,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「学研の図鑑ｆｏｒＫｉｄｓ」外購入の支出について
264,623

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 ６年学級文庫用図書「源平の風」外購入の支出について
171,723

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ペネロペおはなしえほん」外購入の支出について
137,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
50,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「職場体験完全ガイド」他購入の支出について
307,014

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ポプラディア情報館Ｂ」外購入の支出について
247,233

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「大型絵本ひとまねござる」外　購入の支出について
313,257

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「光村セレクトセット１年」外購入の支出について
356,313

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 研削砥石教育受講料の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし特別教育テキスト購入及び受講料の支出について
9,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生教育（刈払機）受講料及びテキスト購入の支出について
9,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 管理作業員自由研削砥石試運転取替講習受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
351,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽部指導にかかる講師謝礼金の支出について
11,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ピア・サポート活動教職員研修にかかる講師謝礼金の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
6,918,282

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
161,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 延長コード外購入の支出について
28,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
304,971

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
79,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電動工具等の特別・安全衛生教育テキスト代等の支出について
2,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 七宝携帯キーホルダー作成キットの購入の支出について
34,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大コンパス購入の支出について
14,337

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷用マスター外購入の支出について
81,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホットカーペットカバー　外購入の支出について
132,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 美術資料　購入の支出について
35,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰフラットファイル　外　購入の支出について
66,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ジャンボロール画用紙　外　購入の支出について
13,683

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 旗用絵具他１３点購入の支出について
130,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 刈払機取扱作業者安全衛生教育受講料　外の支出について
1,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 百人一首かるた購入の支出について
42,405

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用低周波発振器購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援教材ドリル　中学英語外購入の支出について
8,300
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机天板購入の支出について
254,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 Ａ４更紙外　購入の支出について
210,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スプリングモップ外購入の支出について
49,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プラナリア購入の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パイン集成材　購入の支出について
12,247

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞４～１１月年間購読料の支出について
4,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
127,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボールほか購入の支出について
77,814

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 合唱用ＣＤ他購入の支出について
65,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
23,257

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　他　購入の支出について
65,655

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 版画絵の具　外　購入の支出について
28,169

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボールネット　外購入の支出について
113,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てマスク（Ｓサイズ）他　の購入の支出について
59,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ダブルクリップほか購入の支出について
22,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　外購入の支出について
70,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー外購入の支出について
35,089

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用ガス酸素　外購入の支出について
77,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性サインペン（極細）他　の購入の支出について
57,413

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 保健室用湿布　他　の購入にかかる支出について
37,713

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水銀灯外購入の支出について
64,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポイントマーカー　購入の支出について
10,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ修繕部品　室内機基板購入の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
82,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット型端末　外　購入の支出について
281,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 講堂用長椅子　購入の支出について
383,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
20,563

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
52,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
48,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校案内　印刷の支出について
37,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入れ替え補修工事の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 校長室・職員室間扉の錠前補修工事の支出について
29,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 生物顕微鏡修理の支出について
19,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
222,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 冷・温水器　修理の支出について
15,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＣＤラジカセ修理の支出について
10,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
3,059,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 エアコンフィルタ清掃手数料の支出について
47,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
102,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 エアコン室内機分解洗浄業務委託の支出について
367,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 本館及び東館廊下の清掃及びワックスがけ業務委託の支出について
359,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
67,179
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 蒲生公園（野球場）使用料２月分（１／３０）の支出について
48,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
42,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ホルン　購入の支出について
252,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機購入の支出について
289,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「鹿の王（上）」他　購入の支出について
211,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
47,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　　購入の支出について
376,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
49,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱作業者安全衛生教育受講料　外の支出について
9,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 電動工具等の特別・安全衛生教育テキスト代等の支出について
16,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（１月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
1,312,713

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 保健体育教授用バスケットボール他購入経費の支出について
105,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
112,627

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 受験票の印刷請負経費の支出について
7,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 情報処理室サーバー用バッテリー購入の支出について
44,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 旋盤用バイト外購入の支出について
73,591

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
12,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 書道教授用半紙の購入経費の支出について
61,961

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教授用教材ＤＶＤソフトの購入経費の支出について
14,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 屋外用マット　他の購入の支出について
53,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
12,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 便箋　他の購入の支出について
89,939

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
25,347

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
26,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
127,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 普通教室　ロスナイスイッチ取替工事の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 液晶プロジェクター設置工事他請負経費の支出について
141,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育倉庫内スイッチ移設および安定器取替工事の支出について
123,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
530,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
56,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 日商簿記検定受験に伴う受験料の支出について
58,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 管理作業員の特別講習にかかる受講料の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱者講習受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 児童・生徒への指導の助言及び講演講師謝礼金の支出について
6,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 児童・生徒への指導の助言及び講演講師謝礼金の支出について
6,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部現場実習講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 平皿　他　購入の支出について
9,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 有機溶剤作業主任者技能講習受講料外の支出について
2,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
531,258

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
28,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 展示用白布外購入の支出について
256,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
33,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 高１－７教室照明器具　外　取替補修の支出について
31,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 階段踊り場窓ガラス　補修の支出について
139,104
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピアノ　修理の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 トランポリンゴムケーブル　修理の支出について
46,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
117,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
5,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
17,162

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（２月分）　　　　　　　　　　　の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 有機溶剤作業主任者技能講習受講料外の支出について
18,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケットネット　外購入の支出について
71,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ビブス　外　購入の支出について
124,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
341,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 食器（大皿・小ボウル）購入の支出について
79,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 果物皮剥き器購入の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 そろばん購入の支出について
14,299

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ヘッドフォン　購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カーテン　購入の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 扇風機　外購入の支出について
32,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 昆虫標本　外　購入の支出について
111,927

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 食缶　他購入の支出について
107,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛時計外購入の支出について
26,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
326,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 タンブリン　外　購入の支出について
43,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 輪投げ　外　購入の支出について
38,815

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 モノコード　他購入の支出について
117,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 屋外用大型防水掛時計　購入の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 献立表用のホワイトボードの購入の支出について
48,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パイプいす購入の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 給食用白衣外購入の支出について
115,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
14,218

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ヘッドホーン購入の支出について
34,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 川砂　他購入の支出について
41,299

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 通信ケーブル補修工事の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 正門（通用門）及びインターホン補修工事の支出について
899,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 特別支援教室　床排水トラップ　工事の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館照明器具取替他工事一式の支出について
181,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 エレベーター棟竪樋他補修の支出について
96,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階パイプスペース内排水管漏水補修工事の支出について
31,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南・東校舎４階各所及びプール倉庫漏水補修の支出について
999,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館及び西館照明器具補修工事の支出について
273,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階給食室前手洗場排水管詰まり漏水工事の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取替補修工事の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １－１教室梁・壁面補修工事の支出について
227,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 　煙突内部断熱材囲い込み工事の支出について
999,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室漏水補修の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２階女子便所ハンガードア　他補修工事の支出について
93,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食調理室ガラリ開閉補修工事の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関外出入口鉄部塗装工事の支出について
228,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 屋上扉設置工事の支出について
207,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 本館　廊下手洗場設置工事の支出について
972,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ミュージックデータプレイヤー　購入の支出について
105,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　電動裁断機　購入の支出について
306,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ガスファンヒーターの購入の支出について
43,837

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 三脚脚立購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 モノクロレーザープリンタの購入経費の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オープン書庫の購入の支出について
46,310

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
15,300

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
19,542

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
286,950

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（１２月分）の支出について
7,951

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
38,540

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１２月分）の支出について
8,370

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１２月分）の支出について
535,072

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１１月分）の支出について
3,891

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（１２月分）の支出について
560

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１２月分）の支出について
16,308

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１２月分）の支出について
13,092

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１２月分）の支出について
5,860

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１２月分）の支出について
38,249

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１２月分）の支出について
320

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１２月分）の支出について
1,672

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１２月分）の支出について
360

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１１月分）の支出について
400

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１２月分）の支出について
6,720

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１１月分）の支出について
2,370

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１２月分）の支出について
362,922

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（１２月分）の支出について
740

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１２月分）の支出について
157,110

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（１２月分）の支出について
1,400

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１１月分）の支出について
480

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１２月分）の支出について
35,210

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１２月分）の支出について
4,034

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
9,840

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
377,444

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１２月分）の支出について
6,700

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
693,024

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
1,006,418

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
1,023,678

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１２月分）の支出について
713,012

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
126,720

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１２月分）の支出について
24,320

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
38,000

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
127,360

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
1,015,656

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年01月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
413,172

消防局 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　平成２６年度大阪市消防局庁舎清掃業務委託の支出について（１１月分）
612,900

消防局 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 予防広報用電話使用料（局３階広報パソコン）の支出について（１１月分）
6,231

消防局 総務課 平成27年01月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用　電話使用料（消防局）の支出について（１１月分）
8,109
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消防局 総務課 平成27年01月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 予防広報用　電話使用料（広報パソコンプロバイダ料）の支出について（消防局１１月分）
2,624

消防局 総務課 平成27年01月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　航空隊基地水道料金の支出について（１１月分）
2,209

消防局 総務課 平成27年01月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　電話使用料（方面隊イリジウム）の支出について（消防局１１月分）
5,000

消防局 総務課 平成27年01月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 ヘリ動態管理用　データサービス利用料金（消防局１１月分）に伴う経費の支出について
16,162

消防局 総務課 平成27年01月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用　電話使用料（消防局）の支出について（１２月分）
5,471

消防局 総務課 平成27年01月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　消防学校水道料金の支出について（１０・１１月分）
663,401

消防局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 高度専門教育訓練センター用管外出張旅費の支出について（平成26年度　警防業務リーダー講習会）
4,560

消防局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「航空路誌改訂版０６９号ほか１点」購入経費の支出について
7,180

消防局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「消防実務質疑応答集　救急救助　追録８９号」購入経費の支出について
2,777

消防局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「現行法規総覧追録１００１－１０３５号ほか１点」の購入経費の支出について
532,954

消防局 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 庁舎管理用　ＬＰＧ料金の支出について（１２月分）
30,793

消防局 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　地域冷暖房ガス料金の支出について（１２月分）
304,231

消防局 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　道頓堀出張所電気・水道料金の支出について（１２月分）
219,254

消防局 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　梅田出張所光熱水費の支出について（１２月分）
218,596

消防局 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用電話使用料（第２井筒マンション・小川ハイツ）の支出について（消防局１月分）
5,406

消防局 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎外８８か所一般廃棄物収集運搬業務委託料（１１月分）の支出について（単価契約）
350,645

消防局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（１２月分）
3,231

消防局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 人事課用管外出張旅費の支出について（衛生管理者試験の受験に伴う職員派遣（１２月３日受験分））
7,940

消防局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用管外出張旅費の支出について（平成26年度消防通信連絡会幹事会に伴う職員派遣）
27,840

消防局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（１２月分）
3,231

消防局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（１２月分）
6,461

消防局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１２月分）
173,140

消防局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（総務課外５台）の経費の支出について（１２月分）
113,453

消防局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）　管理費
6,471

消防局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）　管理費
5,400

消防局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）　管理費
720

消防局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）　管理費
17,090

消防局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用乾式電子複写機及び関連消耗品（情報システム課外５台）の経費の支出について（１２月分）
67,227

消防局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）　運営費
1,434

消防局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）　運営費
910

消防局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用電話使用料（シティコーポ今福鶴見・藤和ライブタウン八尾南）の支出について（消防局１２月分）
5,363

消防局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）　運営費
350

消防局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 平成２７年大阪市消防出初式用　平成２７年大阪市消防出初式に使用する観閲車両艤装・撤去業務委託に係る経費の支出について
1,382,400

消防局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成２７年大阪市消防出初式用　観閲車両の借入経費の支出について
243,000

消防局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 人事課用管外出張旅費の支出について（全国消防長会実務研修員の帰阪）
29,640

消防局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 総務課用管外出張旅費の支出について（総務省消防庁研修員の帰阪）
29,640

消防局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用管外出張旅費の支出について（平成26年度全国消防救助技術大会研究会専門部会開催に伴う職員派遣）
28,500

消防局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用管外出張旅費の支出について（「第17回全国消防救助シンポジウム」の開催に伴う職員派遣）
57,800

消防局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「現行法規総覧追録１０３６－１０５０号」の購入経費の支出について
16,860

消防局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「航空路誌改訂版０７０号ほか１点」購入経費の支出について
7,180

消防局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 警防活動用　高所カメラ（あべのハルカス）電気料金の支出について（１２月分）
32,400

消防局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 警防活動用　高所カメラ（ＯＡＰ）電気料金の支出について（２月分）
16,347

消防局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎受付案内業務委託料（１２月分）の支出について（平成２６年度）
341,852

消防局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 消防職員宿直用及び救急安心センタ－業務用平成２６年度消防局寝具一式概算長期借入経費の支出について（１２月分）
2,896,689

消防局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用電話使用料（アイサットフォン・ＢＧＡＮ衛星携帯電話）の支出について（消防局１２月分）
21,344

消防局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防職員宿直用及び救急安心センタ－業務用平成２６年度消防局寝具一式概算長期借入経費の支出について（１２月分）
36,381

消防局 人事課 平成27年01月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 職員昇任試験用　消防司令補及び消防士長昇任試験問題の印刷に係る経費の支出について
216,950

消防局 人事課 平成27年01月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員表彰用　インクカートリッジ購入経費の支出について
8,640
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消防局 人事課 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 衛生管理用　殺菌消毒薬ほか１点の購入及び同経費の支出について
38,232

消防局 人事課 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 衛生管理者用　免許申請に係る経費の支出について
13,500

消防局 人事課 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　医薬材料費 衛生管理用　滅菌ガーゼほか３点の購入に係る経費の支出について
71,172

消防局 人事課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 交通事故防止用　平成26年度機関委託研修費の支出について
1,211,760

消防局 施設課 平成27年01月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　袖章ほか２点の購入経費の支出について
244,944

消防局 施設課 平成27年01月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　礼服上衣ほか２点に係る経費の支出について
557,712

消防局 施設課 平成27年01月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　消防職員バンドほか１点の購入経費の支出について
357,663

消防局 施設課 平成27年01月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　救急服用バンドの購入経費の支出について
144,720

消防局 施設課 平成27年01月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　救助服用バンドの購入経費の支出について
431,125

消防局 施設課 平成27年01月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　被服費 災害活動用防火衣用しころの経費の支出について（第２納期分）
2,749,920

消防局 施設課 平成27年01月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　北災害待機宿舎食堂その他補修工事の支出について
394,200

消防局 施設課 平成27年01月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　救助服上衣ほか１点に係る経費の支出について
12,908,808

消防局 施設課 平成27年01月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　消防局庁舎機械式立体駐車場点検業務委託の支出について
37,800

消防局 施設課 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　都島消防署事務室空調設備修理に係る経費の支出について
279,720

消防局 施設課 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　活動帽の経費の支出について
3,703,449

消防局 施設課 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　冬服上衣ほか１点の経費の支出について
3,733,776

消防局 施設課 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　冬帽ほか１点の経費の支出について
952,614

消防局 施設課 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　ネクタイ買入経費の支出について
304,560

消防局 施設課 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎（西消防署併設）外３箇所エレベーター保守点検業務委託料の支出について（11月分）
408,024

消防局 施設課 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　揮発油（消防局）第３四半期分（11月分）の支出について
4,734,720

消防局 施設課 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　軽油スタンド給油分（旭消防署）の支出について（11月分）
66,369

消防局 施設課 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　揮発油（レギュラー）スタンド給油分（旭消防署）の支出について（11月分）
181,183

消防局 施設課 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　揮発油（レギュラー）スタンド給油分（消防局）の支出について（11月分）
3,207,016

消防局 施設課 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　揮発油（レギュラー）スタンド給油分（消防局）の支出について（10月追加分）
8,820

消防局 施設課 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　軽油（消防局）第３四半期分（11月分）の支出について
980,832

消防局 施設課 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 消防ヘリコプター用燃料（11月分）の支出について
1,983,503

消防局 施設課 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　軽油スタンド給油分（消防局）の支出について（11月分）
1,133,983

消防局 施設課 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 消防艇用燃料　軽油（消防局）第３四半期（水上消防署）の支出について（11月分）
362,016

消防局 施設課 平成27年01月16日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 役務費　通信運搬費 庁舎整備用　城東仮災害待機宿舎への移転に伴う物品等運搬作業の支出について
59,400

消防局 施設課 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　鶴見消防署外１箇所エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）11月分
201,312

消防局 施設課 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　女性用消防職員短靴の経費の支出について
328,320

消防局 施設課 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　北消防署梅田出張所施設管理委託料の支出について（１月分）
370,734

消防局 施設課 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 災害対応用　港消防署災害待機宿舎施設管理委託料の支出について（１月分）
6,200

消防局 施設課 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用　北消防署梅田出張所修繕積立金の支出について（１月分）
105,024

消防局 施設課 平成27年01月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 庁舎管理用　第一種電気工事士定期講習受講料の支出について
9,000

消防局 施設課 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎管理用　南方面隊庁舎通信機械室空調機修理の支出について
37,908

消防局 施設課 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用　宿舎（グラーサ銀座イースト）賃貸借契約に伴う賃借料の支出について（２月分）
88,500

消防局 施設課 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　被服費 災害活動用　防火衣ズボンほか１点製造の経費の支出について
23,536,440

消防局 施設課 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　被服費 災害活動用　防火衣上衣ほか１点の経費の支出について
26,439,480

消防局 施設課 平成27年01月29日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　生野消防署非常用発電設備その他改修工事費の前払金の支出について
21,460,000

消防局 施設課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　消防職員カッターシャツの買入経費の支出について
1,847,664

消防局 施設課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　女性用冬服上衣ほか１点の経費の支出について
335,340

消防局 施設課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　東淀川消防署エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）12月分
59,400

消防局 施設課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　水上消防署エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）12月分
61,020

消防局 施設課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　西成消防署外４箇所エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）12月分
270,000

消防局 施設課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　鶴見消防署外１箇所エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）12月分
201,312

消防局 施設課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　中央消防署施設管理委託料の支出について（２月分）
21,344

消防局 施設課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用　宿舎（菱和パレス銀座東）賃借料の支出について（２月分）
87,500
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消防局 施設課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用　宿舎（パレステュディオ四谷）賃貸借契約に伴う賃借料の支出について（２月分）
94,500

消防局 施設課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 災害対策用災害待機宿舎（あべのシャルム）管理委託・修繕積立金の支出について（２月分）
34,978

消防局 施設課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 災害対応用　災害待機宿舎公舎（シティーコーポ今福鶴見）管理委託料の支出について（２月分）
18,400

消防局 施設課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 高所カメラ情報収集用　機器場所賃借料（あべのハルカス）の支出について（12月分）
129,600

消防局 施設課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 高所カメラ情報収集用　機器場所賃借料の支出について（ＯＡＰタワー）（２月分）
7,560

消防局 施設課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　災害待機宿舎（第２井筒マンション）賃借料の支出について（２月分）
100,000

消防局 施設課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　災害待機宿舎（藤和ライブタウン）賃借料の支出について（２月分）
85,000

消防局 施設課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　災害待機宿舎（小川ハイツ九条南）賃借料の支出について（２月分）
274,000

消防局 施設課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 負担金、補助及交付金　分担金 災害対策用災害待機宿舎（あべのシャルム）管理委託・修繕積立金の支出について（２月分）
13,539

消防局 施設課 平成27年01月30日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　城東仮災害待機宿舎（アベリアⅢ）賃借料の支出について（２月分）
80,000

消防局 施設課 平成27年01月30日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　東住吉仮災害待機宿舎（ハイネス田辺）賃借料の支出について（２月分）
92,000

消防局 予防課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 維持管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）清掃業務委託経費の支出について（１１月分）
255,768

消防局 予防課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 維持管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）清掃業務委託経費の支出について（１１月分）
14,645

消防局 予防課 平成27年01月16日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 維持管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）清掃業務委託経費の支出について（１１月分）
178,858

消防局 予防課 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　誘導灯用バッテリの交換に係る経費の支出について
50,760

消防局 予防課 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 維持管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）清掃業務委託経費の支出について（１１月分）
66,181

消防局 予防課 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 業務代行用　平成26年度大阪市立阿倍野防災センター管理運営業務経費の支出について（１１月分）
8,007,514

消防局 予防課 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー用　地域防災リーダー習得技術認定徽章の購入経費の支出について
224,532

消防局 予防課 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 市民啓発用　防災実技講習業務委託に係る経費の支出について（１２月分）
830,070

消防局 予防課 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 自主防火管理体制促進用　消防訓練指導業務委託に係る経費の支出について（１２月分）
11,942,280

消防局 予防課 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 自主防災体制助長用　自主防災指導業務委託の支出について（12月分）
14,645,970

消防局 予防課 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火管理等講習会事業用　「防火・防災管理のススメ（防火管理編）」ほか２点の買入経費の支出について
33,000

消防局 予防課 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 防火管理講習等事業用　防火管理講習及び防災管理講習に係る謝礼金の支出について（１２月分）
825,060

消防局 予防課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火管理等講習会事業用　「必携防火管理」ほか１点の買入経費の支出について
14,640

消防局 予防課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 防火管理等講習会事業用　「必携防火管理」ほか１点の買入経費の支出について
507

消防局 予防課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 業務代行用　平成26年度大阪市立阿倍野防災センター管理運営業務経費の支出について（１２月分）
8,007,514

消防局 規制課 平成27年01月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 規制課事務用　「逐条解説　建築基準法」ほか６点の購入代金の支出について
426,600

消防局 規制課 平成27年01月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 備品購入費　図書購入費 規制課事務用　「逐条解説　建築基準法」ほか６点の購入代金の支出について
9,936

消防局 警防課 平成27年01月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報、救急医療、非常参集・気象システム用回線使用料に係る経費の支出について（１１月分）
22,754

消防局 警防課 平成27年01月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２６年度警防活動用専用回線（ＮＴＴ）利用料の支出について（１１月分）
1,551,465

消防局 警防課 平成27年01月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用映像伝送回線使用料の経費の支出について（１１月分）
6,696

消防局 警防課 平成27年01月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用携帯・IP電話発信位置情報用回線利用料の支出について（１１月分）
55,248

消防局 警防課 平成27年01月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防情報システム用ネットワーク回線利用料の支出について（１１月分）
2,024,424

消防局 警防課 平成27年01月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報システム用回線使用料（航空隊用）に係る経費の支出について（１１月分）
6,231

消防局 警防課 平成27年01月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用消防車両動態管理システム用回線使用料（１１月分）の支出について
94,964

消防局 警防課 平成27年01月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用消防車両動態管理（ＦＯＭＡ）回線使用料の支出について（１１月分）
38,880

消防局 警防課 平成27年01月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用映像伝送プロバイダ使用料の経費の支出について（１１月分）
10,584

消防局 警防課 平成27年01月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報・非常参集用プロバイダ等使用料に係る経費の支出について（１１月分）
7,062

消防局 警防課 平成27年01月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２６年度警防活動用回線（天王寺指令センター）利用料の支出について（１１月分）
29,764

消防局 警防課 平成27年01月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　損害保険料 自動車整備用１月分消防自動車継続検査自動車損害賠償責任保険料４４台分経費の支出について
661,490

消防局 警防課 平成27年01月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　特別旅費 職員研修用　第10回ＮＩＲＳ放射線事故初動セミナー受講に伴う特別旅費の支出について
34,860

消防局 警防課 平成27年01月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供に係る経費の支出について（１１月分）
477,090

消防局 警防課 平成27年01月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 職員資格用　平成26年度危険物取扱者（甲種）試験の受験及び同経費の支出について（h27.２）
25,650

消防局 警防課 平成27年01月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 ヘリコプター「おおさか」整備用カーゴスリングの点検整備経費の支出について
1,164,240

消防局 警防課 平成27年01月14日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 旅費　普通旅費 救急自動車買入に伴う中間検査出張旅費の支出について
33,640

消防局 警防課 平成27年01月14日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 工事請負費　改修工事費 ヘリコプター「おおさか」３００時間点検整備及びサービスブリテン（ＳＢ）等の実施経費の支出について
17,157,960

消防局 警防課 平成27年01月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 消防救助艇「ゆめしま」修繕の経費の支出について
395,034

消防局 警防課 平成27年01月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策事業用　五条小公園ほか４か所可搬式ポンプ収納庫修理に伴う経費の支出について
280,584
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消防局 警防課 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 職員資格取得用　危険物取扱者（甲種）免状交付申請及び同経費の支出について
2,800

消防局 警防課 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 職員資格取得用　潜水士免許申請費用の支出について（試験日：平成26年12月５日）
1,500

消防局 警防課 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 職員資格取得用　第２種放射線取扱主任者免状交付申請費用の支出について
10,500

消防局 警防課 平成27年01月16日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 備品購入費　機械器具費 大震火災対策事業用　可搬式ポンプ収納庫（二）買入に伴う経費の支出について
1,263,600

消防局 警防課 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用中央消防署小型タンク車（ＳＴ２１３）修繕経費の支出について
1,800,000

消防局 警防課 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 救急車の定期点検整備等１１月の経費支出について
287,984

消防局 警防課 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 消防車の車検整備等１０月分（２）の追加整備　経費支出について
31,590

消防局 警防課 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車スタッドレスタイヤ交換（２）の経費の支出について
19,440

消防局 警防課 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 救急車の車検整備等１１月分の経費支出について
692,737

消防局 警防課 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 非常参集共同サーバ使用料・ドメイン管理料に係る経費の支出について（９、１０、１１月分）
2,556

消防局 警防課 平成27年01月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 ヘリコプター整備用プラスチック洗浄剤ほか２点購入経費の支出について
175,608

消防局 警防課 平成27年01月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 強化訓練用ロープＡほか２点　買入経費の支出について
1,488,240

消防局 警防課 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 職員研修用　平成26年度陸上自衛隊化学学校委託教育訓練受講に伴う経費の支出について
22,800

消防局 警防課 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 自動車整備用自動車用電球ほか１３点の買入経費の支出について
62,532

消防局 警防課 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 消防艇「ゆうなぎ」船底修繕の経費の支出について
1,755,000

消防局 警防課 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用フォークリフト特定自主検査整備の経費の支出について
59,705

消防局 警防課 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 警防活動用移動式空気充填機定期自主検査（１）業務委託の経費支出について
1,919,808

消防局 警防課 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 移動式空気充填機定期自主検査（２）ほか１件業務委託の経費支出について
1,740,333

消防局 警防課 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 消防艇「ゆうなぎ」船底点検調査業務委託経費の支出について
399,600

消防局 警防課 平成27年01月23日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 委託料　委託料 消防活動用　消防車載アナログ無線機撤去業務委託に係る経費の支出について
4,773,600

消防局 警防課 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁内情報ネットワーク用　庁内情報利用パソコンの修理（４）に係る経費の支出について
18,171

消防局 警防課 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成24年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（12月分）
468,970

消防局 警防課 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成22年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（12月分）
700,389

消防局 警防課 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　庁内情報利用パソコン等機器（消防局規制課）一式（三）長期借入に係る経費の支出について（12月分）
22,032

消防局 警防課 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成２５年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（12月分）
1,203,729

消防局 警防課 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成23年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（12月分）
366,683

消防局 警防課 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　庁内情報利用パソコン等機器（消防局規制課）一式（二）長期借入に係る経費の支出について（12月分）
27,000

消防局 警防課 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用　平成２６年度２５００分１精度地図データ借入に伴う経費の支出について（１２月分）
1,252,044

消防局 警防課 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用　平成２６年度１万分１精度地図データほか２点借入に伴う経費の支出について（１２月分）
216,000

消防局 警防課 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム業務用端末等一式長期借入経費の支出について（１２月分）
1,132,380

消防局 警防課 平成27年01月26日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 需用費　光熱水費 大震火災対策事業用下水道使用料（一般）12月分の支出について
44,362

消防局 警防課 平成27年01月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 災害活動支援隊事務連絡用　通信費（後納料金12月分）の支出について
66,510

消防局 警防課 平成27年01月27日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 旅費　普通旅費 消防自動車（救助車：ＣＤ－１型仕様）・消防自動車（中型タンク車）製造に伴う完成検査出張旅費の支出について
75,400

消防局 警防課 平成27年01月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　土木施工単価ほか２点の購入経費の支出について
6,139

消防局 警防課 平成27年01月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　損害保険料 自動車登録用所轄指揮車新規登録検査自動車損害賠償責任保険料４台分経費の支出について
36,320

消防局 警防課 平成27年01月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 公課費　公課費 自動車登録用所轄指揮車新規登録検査重量税４台分経費の支出について
131,200

消防局 警防課 平成27年01月29日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 旅費　普通旅費 消防自動車（小型タンク車）製造に伴う完成検査出張旅費の支出について
59,600

消防局 警防課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 災害活動支援隊用　平成26年度大阪市消防局災害活動支援隊特別訓練にかかる報酬費の支出について
3,324,675

消防局 警防課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 災害活動支援隊用　平成26年度大阪市消防局災害活動支援隊の運用に関する検討会（第２回）にかかる報酬費の支出について
65,475

消防局 警防課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 災害活動支援隊用　定期訓練（出初式総合予行）にかかる報酬費の支出について
65,475

消防局 警防課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 ヘリコプター運航用区分航空図Aほか13点の購入経費の支出について
129,330

消防局 警防課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車の定期点検整備等１１月分の追加整備　経費支出について
18,414

消防局 警防課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の定期点検整備等１２月分（３）の経費の支出について
132,667

消防局 警防課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車の車検整備等１１月分の追加整備　経費の支出について
233,402

消防局 警防課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の定期点検整備等１１月分（１）の経費支出について
781,142

消防局 警防課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 消防車の車検整備等１１月分（１）の経費支出について
1,539,781

消防局 警防課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の車検整備等１１月分（１）の追加整備の経費支出について
126,489

消防局 警防課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の定期点検整備等１２月分（４）の経費支出について
114,696
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消防局 警防課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の車検整備等１２月分（３）の経費の支出について
261,666

消防局 警防課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用携帯・IP電話発信位置情報用回線利用料の支出について（１２月分）
55,248

消防局 警防課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用映像伝送（ネットワーク）回線使用料の経費の支出について（１１月分）
10,080

消防局 警防課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２６年度警防活動用専用線・IP回線利用料の支出について（１２月分）
429,840

消防局 警防課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２６年度消防活動用メール１１９運用サービスの利用料の支出について（１２月分）
216,000

消防局 警防課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２６年度消防活動用発信地システム使用料の支出について（１２月分）
519,674

消防局 警防課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 消防救助艇「ゆめしま」ほか２艇中間検査手数料の支出について
38,000

消防局 警防課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 自動車整備用２月分消防自動車継続検査重量税・手数料５６台分経費の支出について
61,600

消防局 警防課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 ヘリコプター運航用航空気象情報支援機器一式の借入経費の支出について（12月分）
280,800

消防局 警防課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 公課費　公課費 自動車整備用２月分消防自動車継続検査重量税・手数料５６台分経費の支出について
2,844,300

消防局 警防課 平成27年01月30日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救助活動用　エアージャッキの購入経費の支出について
9,126,000

消防局 警防課 平成27年01月30日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救助活動用　船外機Ａほか１点の購入経費の支出について
677,160

消防局 司令課 平成27年01月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 補給活動用　粉末飲料（２）の購入経費の支出について
10,879

消防局 司令課 平成27年01月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　泡放射洗剤の購入経費の支出について
257,202

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年01月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 救急教育用　三角巾ほか３点の購入経費の支出について
67,298

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年01月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 職員研修用　人権問題研修会（旭消防署）に伴う講師報償金の支出について
7,100

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年01月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 職員研修用　人権問題研修会（淀川消防署）に伴う講師報償金の支出について
16,000

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年01月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 救急教育用　心電図モニター用電極ほか６点の購入経費の支出について
183,384

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年01月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員研修用　空気呼吸器用肩パッドの購入費の支出について
275,400

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年01月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　災害対応多目的車（ＲＥ２３）３か月定期点検整備に係る経費の支出について
7,560

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年01月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 救急教育用　平成２６年度高度専門教育訓練センター救急教育委託料の支出について（３回目／全３回）
17,748,936

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年01月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 備品購入費　機械器具費 救急教育用　電動式吸引器購入経費の支出について
1,014,120

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について(１２月分)　管理費
404

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 救急教育用　乳酸リンゲル液ほか１点の購入経費の支出について
57,024

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 資格取得用　危険物取扱者免許交付申請経費の支出について
47,600

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 資格取得用　２級小型船舶操縦士免許取得経費の支出について
414,400

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 資格取得用　２級小型船舶操縦士免許取得経費の支出について
577,600

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員研修用　訓練用木材Ａほか７点の購入費の支出について
120,960

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員研修用　訓練用コンクリートパネルの購入費の支出について
233,280

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１２月分）の経費にかかる支出について
12,211

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 救急教育用　乾式複写機複写料（１２月分）の経費にかかる支出について
95,807

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１２月分）
123,520

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購入経費の支出について（１０月～１２月分）
12,111

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 資格取得用　中型自動車運転免許申請に係る経費の支出について
135,050

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年01月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 特別教育用　１０年目研修に係る講師報奨金の支出について
91,720

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年01月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 資格取得用　大型自動車運転免許申請経費の支出について
29,200

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　特別旅費 委託研修用　消防大学校　緊急消防援助隊教育科　高度救助・特別高度救助コース（第４回）受講に係る旅費の支出について
54,640

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 委託研修用消防大学校　緊急消防援助隊教育科　高度救助・特別高度救助コース(第４回)受講に係る必要経費の支出について
32,000

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 委託研修用消防大学校　緊急消防援助隊教育科　高度救助・特別高度救助コース(第４回)受講に係る必要経費の支出について
5,500

消防局 北消防署 平成27年01月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用　距離計ほか２点の購入経費の支出について
30,024

消防局 北消防署 平成27年01月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　インパクトドライバーほか３点の購入経費の支出について
26,136

消防局 北消防署 平成27年01月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　本署救助工作車（ＢＲ１１）右後部車幅灯の修理経費の支出について
6,156

消防局 北消防署 平成27年01月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　三角巾の購入経費の支出について
51,300

消防局 北消防署 平成27年01月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
19,704

消防局 北消防署 平成27年01月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
1,578

消防局 北消防署 平成27年01月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）運営費
6,231

消防局 北消防署 平成27年01月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）運営費
10,120

消防局 北消防署 平成27年01月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）運営費
1,728



平成26年度（平成27年01月）　公金支出情報

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

消防局 北消防署 平成27年01月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）運営費
1,080

消防局 北消防署 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　梅田救助隊用空気式救助マットの修理経費の支出について
24,840

消防局 北消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　北本署救急車（Ａ３５１）ほか１台のエンジンオイル交換に伴う経費の支出について
11,880

消防局 北消防署 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読料の支出について（１０月～１２月分）
12,111

消防局 北消防署 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式デジタル複合機及び関連消耗品２台分（１２月分）経費の支出について
22,267

消防局 北消防署 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　携帯無線機（本庄１５）の修理に伴う経費の支出について
31,320

消防局 北消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１２月分）
24,320

消防局 北消防署 平成27年01月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　南森町救急車（Ａ３８２）エンジンオイル交換に伴う経費の支出について
5,940

消防局 北消防署 平成27年01月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　南森町出張所待機室エアコンの修理経費の支出について
86,400

消防局 北消防署 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
15,454

消防局 北消防署 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
540

消防局 北消防署 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
410

消防局 北消防署 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
12,529

消防局 北消防署 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
7,341

消防局 北消防署 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　浮田小型タンク車（ＳＴ１６６）ＰＴＯ装置の修理経費の支出について
46,710

消防局 北消防署 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケット洗濯代１０月～１２月及び経費の支出について
23,112

消防局 都島消防署 平成27年01月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 水難救助活動用　潜水器具の分解修理点検経費の支出について
27,864

消防局 都島消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）　管理費
2,332

消防局 都島消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）　管理費
2,322

消防局 都島消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）　管理費
3,780

消防局 都島消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）　管理費
492

消防局 都島消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）運営費
9,504

消防局 都島消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）運営費
3,430

消防局 都島消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）運営費
9,180

消防局 都島消防署 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　自動火災報知設備の修理経費の支出について
32,400

消防局 都島消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１２月分）
15,880

消防局 都島消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読料の支出について（１０月～１２月分）
12,111

消防局 都島消防署 平成27年01月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式デジタル複合機複写料の支出について（１２月分）
12,909

消防局 福島消防署 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　指揮支援車（ＣＣ３３８)ほか１台バッテリー交換修理経費の支出について
43,200

消防局 福島消防署 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器高圧導管漏気修理経費の支出について
14,904

消防局 福島消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１２月分）支出について　管理費
2,661

消防局 福島消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１２月分）支出について　管理費
7,128

消防局 福島消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（１２月分）支出について　管理費
820

消防局 福島消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１２月分）支出について　運営費
14,145

消防局 福島消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１２月分）支出について　運営費
3,499

消防局 福島消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金への繰戻金（１２月分）支出について　運営費
10,800

消防局 福島消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１２月分）
26,930

消防局 福島消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１２月分）支出について
10,775

消防局 福島消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読料の支出について（１０月～１２月分）
12,111

消防局 福島消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布及びタオルケット洗濯経費の支出について（１０月～１２月分）
12,438

消防局 此花消防署 平成27年01月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　食器用洗剤ほか１点の購入経費の支出について
25,920

消防局 此花消防署 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１２月分）支出について　管理費
5,200

消防局 此花消防署 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１２月分）支出について　管理費
5,443

消防局 此花消防署 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（１２月分）支出について　管理費
420

消防局 此花消防署 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１２月分）支出について　運営費
16,218

消防局 此花消防署 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１２月分）支出について　運営費
1,382

消防局 此花消防署 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金への繰戻金（１２月分）支出について　運営費
6,480

消防局 此花消防署 平成27年01月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ修理に伴う経費の支出について
38,296
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消防局 此花消防署 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞の購入経費の支出について（１０月～１２月分）
12,111

消防局 此花消防署 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用　クリップボードほか８点買入に伴う経費の支出について
23,576

消防局 此花消防署 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　梯子車Ｌ２２左サイドアンダーミラー交換修理に伴う経費の支出について
12,150

消防局 此花消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１２月分）
31,220

消防局 此花消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１２月分）支出について
18,613

消防局 此花消防署 平成27年01月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　救急隊毛布・タオルケットクリーニング（１０月～１２月分）の経費の支出について
8,804

消防局 此花消防署 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　西九条出張所消防設備不良箇所修理に伴う経費の支出について
78,796

消防局 此花消防署 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機西九条１５修理に伴う経費の支出について
19,980

消防局 中央消防署 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について１２月分（管理費）
10,509

消防局 中央消防署 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について１２月分（管理費）
19,100

消防局 中央消防署 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について１２月分（管理費）
478

消防局 中央消防署 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について１２月分（管理費）
5,676

消防局 中央消防署 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について１２月分（運営費）
4,567

消防局 中央消防署 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について１２月分（運営費）
8,100

消防局 中央消防署 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　中央消防署３階排水管修繕に伴う経費の支出について
16,200

消防局 中央消防署 平成27年01月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　減圧器Ｏリング外空気呼吸器の消耗品３点購入に伴う経費の支出について
32,151

消防局 中央消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１２月分）
10,380

消防局 西消防署 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　ガス検知器修理経費の支出について
31,860

消防局 西消防署 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　３００型空気呼吸器の修理経費の支出について
13,737

消防局 西消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
15,016

消防局 西消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
3,240

消防局 西消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
1,230

消防局 西消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）運営費
8,823

消防局 西消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）運営費
8,813

消防局 西消防署 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１２月分）の支出について
12,844

消防局 西消防署 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞（１０月～１２月分）購入に伴う経費の支出について
12,111

消防局 西消防署 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機　西１の修理経費の支出について
16,200

消防局 西消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１２月分）
18,340

消防局 港消防署 平成27年01月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　予防倉庫ドアチェック取替修理経費の支出について
23,760

消防局 港消防署 平成27年01月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）　管理費
25,957

消防局 港消防署 平成27年01月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）　管理費
3,240

消防局 港消防署 平成27年01月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）　管理費
250

消防局 港消防署 平成27年01月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）　運営費
10,138

消防局 港消防署 平成27年01月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）　運営費
2,160

消防局 港消防署 平成27年01月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器基本ユニットの修理経費の支出について
34,344

消防局 港消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１２月分）
10,600

消防局 港消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　読売新聞（１０月～１２月分）経費の支出について
12,111

消防局 港消防署 平成27年01月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１２月分）支出について
12,845

消防局 港消防署 平成27年01月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　受付エアコンの修理経費の支出について
177,660

消防局 大正消防署 平成27年01月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　水切りワイパーの購入に伴う経費の支出について
10,260

消防局 大正消防署 平成27年01月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 自動車整備用　ウエスほか１点の購入に伴う経費の支出について
29,808

消防局 大正消防署 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　遠距離大量送水システムの集分水器等の修理に伴う経費の支出について
54,432

消防局 大正消防署 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１２月分）支出について（管理費）
9,392

消防局 大正消防署 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰戻金（１２月分）支出について（管理費）
2,160

消防局 大正消防署 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（１２月分）支出について（管理費）
396

消防局 大正消防署 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（１２月分）支出について（管理費）
512

消防局 大正消防署 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１２月分）支出について（運営費）
9,091

消防局 大正消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１２月分）
12,300
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消防局 大正消防署 平成27年01月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読料（１０月～１２月分）経費の支出について
12,111

消防局 大正消防署 平成27年01月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１２月分）の支出について
14,405

消防局 天王寺消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１２月分）支出について　管理費
19,659

消防局 天王寺消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（１２月分）支出について　管理費
1,066

消防局 天王寺消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１２月分）支出について　運営費
5,123

消防局 天王寺消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金への繰戻金（１２月分）支出について　運営費
5,184

消防局 天王寺消防署 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　産経新聞（１０月～１２月分）購読経費の支出について
12,111

消防局 天王寺消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費の支出について（１２月分）
14,120

消防局 天王寺消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費の支出について（１１月分）
360

消防局 天王寺消防署 平成27年01月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（１２月分）
15,708

消防局 天王寺消防署 平成27年01月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布タオルケットのクリーニング（１０～１２月分）経費の支出について
38,016

消防局 浪速消防署 平成27年01月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　防爆型携帯無線機（浪速８００）の修理に伴う経費の支出について
52,634

消防局 浪速消防署 平成27年01月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　なにわ８００す４０３５（Ａ３８５）のタイヤ交換に伴う経費の支出について
55,728

消防局 浪速消防署 平成27年01月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
10,703

消防局 浪速消防署 平成27年01月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
2,398

消防局 浪速消防署 平成27年01月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
140

消防局 浪速消防署 平成27年01月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）運営費
7,525

消防局 浪速消防署 平成27年01月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）運営費
7,182

消防局 浪速消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１２月分）
10,980

消防局 浪速消防署 平成27年01月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機の複写料の支出について（１２月分）
15,845

消防局 浪速消防署 平成27年01月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読費（１０月～１２月分）の支出について
12,111

消防局 浪速消防署 平成27年01月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防資器材用　強力ライトバッテリー購入に伴う経費の支出について
17,280

消防局 西淀川消防署 平成27年01月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用 救急車（A359）スタッドレスタイヤ交換整備に伴う経費支出について
79,920

消防局 西淀川消防署 平成27年01月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用 ３００型空気呼吸器ボンベ(西淀川NO.５７)の修理に伴う経費の支出について
7,884

消防局 西淀川消防署 平成27年01月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用 西淀川消防署（衛生管理室）空調エアコン据付け替え修繕経費の支出について
36,570

消防局 西淀川消防署 平成27年01月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用 救急車（A359）の排気管系統修理に伴う経費の支出について
63,762

消防局 西淀川消防署 平成27年01月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用 司令車タイヤ交換整備及び経費の支出について
41,040

消防局 西淀川消防署 平成27年01月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用 可搬式ポンプの修理（西淀川ＮＯ４０）経費の支出について
24,148

消防局 西淀川消防署 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 予防運動行事用 防火・図画展の会場設営撤去委託に伴う経費の支出について
79,920

消防局 西淀川消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
12,074

消防局 西淀川消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
1,394

消防局 西淀川消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）運営費
28,684

消防局 西淀川消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）運営費
3,780

消防局 西淀川消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１２月分）
12,500

消防局 西淀川消防署 平成27年01月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読料（１０月～１２月）に伴う経費の支出について
12,111

消防局 西淀川消防署 平成27年01月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機複写料（１２月分）に伴う支出について
14,434

消防局 西淀川消防署 平成27年01月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用 可搬式ポンプの修理（西淀川ＮＯ２２）経費の支出について
34,836

消防局 西淀川消防署 平成27年01月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットの洗濯代の経費に伴う支出について（１０月～１２月）
14,688

消防局 淀川消防署 平成27年01月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２６３）ホースカー手木ロックハンドル交換修理及びほか２台修理経費の支出について
34,344

消防局 淀川消防署 平成27年01月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３７３）パワーウインド修理経費の支出について
16,200

消防局 淀川消防署 平成27年01月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１１４）ヒューズボックス交換経費の支出について
150,390

消防局 淀川消防署 平成27年01月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１１月分）支出について
24,854

消防局 淀川消防署 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ８０３）エンジンオイル交換経費の支出について
5,657

消防局 淀川消防署 平成27年01月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３８９）前照灯交換経費の支出について
20,196

消防局 淀川消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１２月分）
70,290

消防局 淀川消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１２月分管理費）支出について
216

消防局 淀川消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１２月分管理費）支出について
6,983

消防局 淀川消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 小口支払基金への繰戻金（１２月分管理費）支出について
11,880
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消防局 淀川消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（１２月分管理費）支出について
82

消防局 淀川消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（１２月分管理費）支出について
3,054

消防局 淀川消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１２月分運営費）支出について
18,015

消防局 淀川消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰戻金（１２月分運営費）支出について
700

消防局 淀川消防署 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購入経費の支出について（１０～１２月分)
12,111

消防局 淀川消防署 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　淀川消防署給湯器修理経費の支出について
22,788

消防局 東淀川消防署 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用ヘッドハーネス買入に伴う経費の支出について
11,826

消防局 東淀川消防署 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３７８）のエンジンオイル交換に伴う経費の支出について
5,940

消防局 東淀川消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（１２月分・管理費）
12,813

消防局 東淀川消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 小口支払基金繰戻金の支出について（１２月分・管理費）
3,564

消防局 東淀川消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（１２月分・管理費）
5,258

消防局 東淀川消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（１２月分・運営費）
7,919

消防局 東淀川消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰戻金の支出について（１２月分・運営費）
12,960

消防局 東淀川消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰戻金の支出について（１２月分・運営費）
2,000

消防局 東淀川消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１２月分）
36,890

消防局 東淀川消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞の購入経費支出について（１０月～１２月分）
12,111

消防局 東淀川消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１２月分）の支出について
15,890

消防局 東淀川消防署 平成27年01月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２８４）のドア用部品取替修理に伴う経費の支出について
10,325

消防局 東淀川消防署 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットのクリーニング（１０月～１２月分）経費支出について
12,960

消防局 東成消防署 平成27年01月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　船車賃借料 区震災訓練用　訓練用車両借入経費の支出について
73,440

消防局 東成消防署 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用・警防活動用　両面テープほか１５点購入経費の支出について
48,054

消防局 東成消防署 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　ドレーゲル・セイフティ‐ＡＧ社製空気呼吸器（東成２６）ほか１点の修理経費の支出について
16,200

消防局 東成消防署 平成27年01月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
5,340

消防局 東成消防署 平成27年01月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
82

消防局 東成消防署 平成27年01月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
1,886

消防局 東成消防署 平成27年01月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）運営費
34,560

消防局 東成消防署 平成27年01月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）運営費
3,240

消防局 東成消防署 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１２月分）の支出について
15,489

消防局 東成消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１２月分）
6,840

消防局 東成消防署 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　ＰＡＲＴＮＥＲ社製エンジンカッター修理経費の支出について
35,262

消防局 生野消防署 平成27年01月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　コンパネほか３点買入経費の支出について
90,180

消防局 生野消防署 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分②）管理費
32,034

消防局 生野消防署 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分②）管理費
1,353

消防局 生野消防署 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分②）運営費
7,119

消防局 生野消防署 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３７２）タイヤパンク修理経費の支出について
3,024

消防局 生野消防署 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３３３）タイヤ交換経費の支出について
46,440

消防局 生野消防署 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパほか５点買入経費の支出について
55,339

消防局 生野消防署 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットの洗濯代（１０月～１２月分）経費の支出について
11,826

消防局 生野消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費の支出について（１２月分）
27,290

消防局 生野消防署 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　読売新聞購読料(１０月～１２月)の支出について
12,111

消防局 生野消防署 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（１２月分）
12,667

消防局 旭消防署 平成27年01月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　煙発生器消耗品購入経費の支出について
33,696

消防局 旭消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
4,300

消防局 旭消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
4,968

消防局 旭消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
410

消防局 旭消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　３００型空気呼吸器消耗品購入経費の支出について
48,686

消防局 旭消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）　運営費
4,320

消防局 旭消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費の支出について（１２月分）
13,860
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消防局 旭消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機料（１２月分）経費の支出について
20,108

消防局 城東消防署 平成27年01月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９２）ヘッドランプバルブ取替修理の経費支出について
20,196

消防局 城東消防署 平成27年01月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９２）エンジンオイル交換修理の経費支出について
5,940

消防局 城東消防署 平成27年01月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９２）タイヤ交換修理及び経費の支出について
56,160

消防局 城東消防署 平成27年01月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ８０１）エンジンオイル交換修理の経費支出について
5,940

消防局 城東消防署 平成27年01月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９２）バッテリー交換修理及び経費の支出について
22,680

消防局 城東消防署 平成27年01月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（城東３０）修理の経費支出について
16,200

消防局 城東消防署 平成27年01月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ３台修理の経費支出について
69,120

消防局 城東消防署 平成27年01月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
7,691

消防局 城東消防署 平成27年01月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
16,135

消防局 城東消防署 平成27年01月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
19,224

消防局 城東消防署 平成27年01月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）運営費
486

消防局 城東消防署 平成27年01月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）運営費
4,320

消防局 城東消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３８０）エンジンオイル交換修理の経費支出について
5,940

消防局 城東消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１２月分）
22,640

消防局 城東消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品(１２月分)の購入経費の支出について
14,858

消防局 城東消防署 平成27年01月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読料（１０月分～１２月分）の経費支出について
12,111

消防局 城東消防署 平成27年01月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットのクリーニング（１０月～１２月分）に伴う経費の支出について
10,800

消防局 鶴見消防署 平成27年01月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防資器材用　赤外線熱画像直視装置用バッテリー購入経費の支出について
38,556

消防局 鶴見消防署 平成27年01月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車両等（Ａ３７７ほか２台）タイヤ交換経費の支出について
9,720

消防局 鶴見消防署 平成27年01月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットのクリーニング（１０～１２月分）の経費の支出について
11,340

消防局 鶴見消防署 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
12,119

消防局 鶴見消防署 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
30,900

消防局 鶴見消防署 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
738

消防局 鶴見消防署 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）運営費
9,688

消防局 鶴見消防署 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用　巻尺ほか７点の買入経費の支出について
34,430

消防局 鶴見消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費の支出について（１２月分）
5,670

消防局 鶴見消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞（１０～１２月分）購読経費の支出について
12,111

消防局 鶴見消防署 平成27年01月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１２月分）の経費の支出について
14,730

消防局 阿倍野消防署 平成27年01月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助工作車（ＢＲ１４）のタイヤ交換並びに同経費の支出について
37,821

消防局 阿倍野消防署 平成27年01月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６１）のオイル交換経費の支出について
5,940

消防局 阿倍野消防署 平成27年01月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
5,643

消防局 阿倍野消防署 平成27年01月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
3,300

消防局 阿倍野消防署 平成27年01月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）運営費
21,398

消防局 阿倍野消防署 平成27年01月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）運営費
14,040

消防局 阿倍野消防署 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　重機搬送車（ＲＷ２４）の修繕に伴う経費の支出について
26,190

消防局 阿倍野消防署 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２６８）のタイヤ交換並びに同経費の支出について
30,877

消防局 阿倍野消防署 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９６）左ヘッドランプバルブ交換に伴う経費の支出について
21,492

消防局 阿倍野消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１２月分）
30,580

消防局 阿倍野消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読料（１０月～１２月）経費の支出について
12,111

消防局 阿倍野消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　複写機複写料（１２月分）経費の支出について
13,262

消防局 住之江消防署 平成27年01月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５６）防振ベッド修理に伴う経費の支出について
11,880

消防局 住之江消防署 平成27年01月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 船舶整備用　消防救助艇ゆめしま（ＦＢ２３）探照灯修理に伴う経費の支出について
72,414

消防局 住之江消防署 平成27年01月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助工作車（ＣＲ２４）タイヤ交換経費の支出について
35,424

消防局 住之江消防署 平成27年01月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ修理（３）経費の支出について
47,385

消防局 住之江消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
2,242

消防局 住之江消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
10,396

消防局 住之江消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
1,772
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消防局 住之江消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）運営費
6,273

消防局 住之江消防署 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　本署朝夕刊新聞購読料（１０月～１２月分）の支出について
12,111

消防局 住之江消防署 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機複写料（１２月分）経費の支出について
22,966

消防局 住之江消防署 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 庁舎維持管理用　南港出張所プロパンガス使用料（１２月分）並びに同経費の支出について
73,928

消防局 住之江消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１２月分）
35,650

消防局 住之江消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　住之江消防署漏水補修工事経費の支出について
99,792

消防局 住之江消防署 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助車（Ｒ８８）タイヤ交換経費の支出について
117,720

消防局 住之江消防署 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　ガス検知器修理（２）経費の支出について
12,355

消防局 住之江消防署 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　救急隊用毛布・タオルケット洗濯料（１０～１２月分）に伴う経費の支出について
16,092

消防局 住吉消防署 平成27年01月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　ガンタイプノズル修理の支出について
7,560

消防局 住吉消防署 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
12,597

消防局 住吉消防署 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
8,532

消防局 住吉消防署 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
82

消防局 住吉消防署 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
1,158

消防局 住吉消防署 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）運営費
2,788

消防局 住吉消防署 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）運営費
6,480

消防局 住吉消防署 平成27年01月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　住吉消防署　浴室混合栓取替修理に伴う経費の支出について
41,040

消防局 住吉消防署 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 連続放火防止緊急対策用　ＩＣレコーダーほか１点購入に伴う経費の支出について
35,856

消防局 住吉消防署 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式デジタル複合機複写料（１２月分）の支出について
12,687

消防局 住吉消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１２月分）
30,430

消防局 住吉消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器肩パッドほか９点購入に伴う経費の支出について
101,509

消防局 住吉消防署 平成27年01月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　ラワン合板ほか１１点購入に伴う経費の支出について
97,200

消防局 東住吉消防署 平成27年01月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ボールペンほか２１点購入経費の支出について
26,179

消防局 東住吉消防署 平成27年01月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　電球ほか６点購入経費の支出について
33,372

消防局 東住吉消防署 平成27年01月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器（基本ユニット１基）修理経費の支出について
85,104

消防局 東住吉消防署 平成27年01月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１２月分）支出について　管理費
11,484

消防局 東住吉消防署 平成27年01月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 小口支払基金への繰戻金（１２月分）支出について　管理費
8,000

消防局 東住吉消防署 平成27年01月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（１２月分）支出について　管理費
902

消防局 東住吉消防署 平成27年01月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１２月分）支出について　運営費
1,890

消防局 東住吉消防署 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケット洗濯（１０月～１２月分）にかかる経費の支出について
23,220

消防局 東住吉消防署 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 小口支払基金への繰戻金（１２月分）支出について　管理費
18,360

消防局 東住吉消防署 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（１２月分）支出について　管理費
902

消防局 東住吉消防署 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１２月分）の支出について
16,416

消防局 東住吉消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１２月分）
27,560

消防局 東住吉消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパー購入経費の支出について
29,160

消防局 東住吉消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購入（１０月～１２月分）にかかる経費の支出について
12,111

消防局 東住吉消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（杭全９）修理経費の支出について
64,260

消防局 東住吉消防署 平成27年01月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６４ほか１台)エンジンオイル交換経費の支出について
11,880

消防局 東住吉消防署 平成27年01月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について　管理費
1,682

消防局 東住吉消防署 平成27年01月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について　管理費
17,928

消防局 東住吉消防署 平成27年01月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について　管理費
600

消防局 東住吉消防署 平成27年01月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について　運営費
2,157

消防局 平野消防署 平成27年01月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　平野消防署加美正覚寺出張所洗濯機の修理に伴う経費の支出について
21,600

消防局 平野消防署 平成27年01月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　平野消防署本署救急消毒室の非常照明設備用バッテリー取替に伴う経費の支出について
10,800

消防局 平野消防署 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
20,056

消防局 平野消防署 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
2,388

消防局 平野消防署 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）運営費
3,320

消防局 平野消防署 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）運営費
13,586
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消防局 平野消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１２月分）
34,950

消防局 平野消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

消防局 平野消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用　ハンドワイパーほか９点の購入に伴う経費の支出について
32,356

消防局 平野消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（長吉１５）ハンドマイクの修理に伴う経費の支出について
16,200

消防局 平野消防署 平成27年01月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１２月分）の支出について
16,002

消防局 平野消防署 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　強力（ＨＩＤ）ライトの修理に伴う経費の支出について
31,806

消防局 西成消防署 平成27年01月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　津守Ａ２８０エンジンオイル交換に伴う経費の支出について
5,940

消防局 西成消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）　管理費
15,309

消防局 西成消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）　管理費
2,214

消防局 西成消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）　管理費
300

消防局 西成消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）運営費
5,903

消防局 西成消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）運営費
16,308

消防局 西成消防署 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　船車賃借料 区震災訓練用　船車（廃車車両）２台借入に伴う経費の支出について
64,800

消防局 西成消防署 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　本署食堂照明器具取替及び換気扇修理に伴う経費の支出について
135,000

消防局 西成消防署 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器３台修理に伴う経費の支出について
44,712

消防局 西成消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費の支出について（１２月分）
23,320

消防局 水上消防署 平成27年01月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 潜水救助活動用　潜水器具の分解修理点検経費の支出について
46,440

消防局 水上消防署 平成27年01月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　生活関係用品（トイレットペーパー）の購入経費の支出について
25,920

消防局 水上消防署 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防資器材用　管鎗の購入経費の支出について
12,420

消防局 水上消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１２月分）
14,040

消防局 水上消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
4,649

消防局 水上消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
92

消防局 水上消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）管理費
164

消防局 水上消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）運営費
10,412

消防局 水上消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）運営費
4,320

消防局 水上消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）運営費
2,700

消防局 水上消防署 平成27年01月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）運営費
3,780

消防局 水上消防署 平成27年01月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１２月分）経費の支出について
11,721

消防局 水上消防署 平成27年01月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　圧力計の購入経費の支出について
16,200

消防局 水上消防署 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読料経費の支出について（１０月～１２月分）
12,111

消防局 救急課 平成27年01月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用インターネット回線使用料の支出について（１２月分）
5,778

消防局 救急課 平成27年01月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用メールサーバー使用料の支出について（１２月分）
5,054

消防局 救急課 平成27年01月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用＃７１１９利用料金の支出について（１１月分）
77,976

消防局 救急課 平成27年01月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用電話料金（FAX)の支出について（１２月分）
2,711

消防局 救急課 平成27年01月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用電話料金の支出について（１２月分）
24,031

消防局 救急課 平成27年01月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 平成２６年度　救急救命士教育等業務委託経費の支出について（１２月～３月）
17,709,005

消防局 救急課 平成27年01月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 救急安心センターおおさか医師・看護師救急医療相談業務委託（長期継続契約）経費の支出について（12月分）
11,658,725

消防局 救急課 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 市民啓発用　平成２６年度応急手当普及啓発業務委託に係る経費の支出について（12月分）
5,764,950

消防局 救急課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 救急教育用　プレホスピタル・ケア買入経費の支出について（１２月号）
1,324

消防局 救急課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 救急活動用　感染防止衣　長期借入における支出について（１１月分）
1,091,244

消防局 企画課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 火災予防普及用　平成26年度「大阪消防」データ作成・編集等の業務委託料の支出について（第３四半期分）
226,800

危機管理室 危機管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用コピー代金の支出について（１１月分）
58,956

危機管理室 危機管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　燃料費 危機管理室緊急自動車にかかる燃料代の支出について（１０月分）
5,130

危機管理室 危機管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 災害対策用阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）電気使用料（１１月分）の支出について
141,129

危機管理室 危機管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システムネットワーク回線使用料（１１月利用分）の支出について
318,147

危機管理室 危機管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 全国瞬時警報システム回線使用料（１１月分）の支出について
16,350

危機管理室 危機管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 衛星携帯電話回線使用料（１１月分）の支出について
104,000

危機管理室 危機管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 エリアメール配信用回線使用料（１１月分）の支出について
2,064
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危機管理室 危機管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用気象情報取り込みにかかる電話回線使用料（１１月利用分）の支出について
32,187

危機管理室 危機管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 危機管理室緊急自動車にかかる高速道路通行料（ＥＴＣ）の支出について（１０月分）
2,340

危機管理室 危機管理課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 エリアメール配信用ＩＳＰ利用料（１１月利用分）の支出について
3,888

危機管理室 危機管理課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システム用ＩＳＰ利用料（１１月分）の支出について
69,495

危機管理室 危機管理課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 事務室レイアウト変更に伴う備品移設業務委託にかかる支出について
70,200

危機管理室 危機管理課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 小災害対策等用甲種防火管理講習にかかる受講料の支出について
8,000

危機管理室 危機管理課 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　手数料 阿倍野防災拠点の運営用危険物取扱者保安講習受講料にかかる大阪府証紙の購入代金の支出について
4,700

危機管理室 危機管理課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 地域防災活動アドバイザー事業用パンチレスファイルほか９点の購入にかかる費用の支出について
63,687

危機管理室 危機管理課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 小災害対策用旭備蓄倉庫にかかる電気使用料（１１月使用分）の支出について
10,569

危機管理室 危機管理課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用職員住宅（アーバンヒル上町）電話回線使用料等（１２月分）の支出について
2,768

危機管理室 危機管理課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 市民防災ハンドブック（仮称）デザイン作成業務委託にかかる費用の支出について
295,920

危機管理室 危機管理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用職員住宅（エルベノームさくら15）電話回線使用料等（１２月分）の支出について
2,768

危機管理室 危機管理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システム管理端末の無線回線用データ通信使用料（１２月分）の支出について
17,786

危機管理室 危機管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 地域防災活動アドバイザー事業用両面テープほか１１点の購入にかかる費用の支出について
24,481

危機管理室 危機管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 危機管理室運営事務用市内・近接管外出張交通費（１０月分）の支出について（その２）
5,070

危機管理室 危機管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 地域防災活動アドバイザー事業用コピー代金の支出について（１２月分）
41,347

危機管理室 危機管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用コピー代金の支出について（１２月分）
60,856

危機管理室 危機管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 災害救助用粉ミルクの買入にかかる経費の支出について
902,016

危機管理室 危機管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報酬　其他委員等報酬 大阪市地下空間浸水対策協議会第２回大阪駅周辺地区部会（平成26年12月15日開催分）に係る専門委員報酬・費用弁償の支出について
16,005

危機管理室 危機管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　費用弁償 大阪市地下空間浸水対策協議会第２回大阪駅周辺地区部会（平成26年12月15日開催分）に係る専門委員報酬・費用弁償の支出について
480

危機管理室 危機管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 地域防災活動アドバイザー事業用及び自主防災組織力の向上に向けたコーディネーター事業用市内・近接管外出張旅費（１２月分）の支出について
57,220

危機管理室 危機管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 地域防災活動アドバイザー事業用及び自主防災組織力の向上に向けたコーディネーター事業用市内・近接管外出張旅費（１２月分）の支出について
21,170

危機管理室 危機管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 危機管理室運営事務用市内・近接管外出張交通費（１１月分）の支出について
15,370

危機管理室 危機管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 危機管理室運営事務用市内・近接管外出張交通費（１１月分）の支出について
31,737

危機管理室 危機管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 災害対策用デジタルＭＣＡ無線制御局利用料の支出について（１月分）
3,019,184

危機管理室 危機管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用阿倍野防災拠点用携帯電話使用料（１２月分）の支出について
23,255

危機管理室 危機管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用阿倍野防災拠点用携帯電話使用料（１２月分）の支出について
7,518

危機管理室 危機管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成26年度阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（12月分）
135,604

危機管理室 危機管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 「平成２６年度中越大震災ネットワークおぢや」研修会の出席に伴う出張にかかる経費の支出について
47,400

危機管理室 危機管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用朝日新聞の購読にかかる経費の支出について（１０月から１２月分）
12,111

危機管理室 危機管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用毎日新聞・日本経済新聞の購読にかかる経費の支出について（１０月から１２月分）
25,638

危機管理室 危機管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用産経新聞の購読にかかる経費の支出について（１０月から１２月分）
12,111

危機管理室 危機管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用読売新聞の購読にかかる経費の支出について（１０月から１２月分）
12,111

危機管理室 危機管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 災害対策用防災行政無線中継局（スイスホテル）電気料金（１２月分）の支出について
39,250

危機管理室 危機管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 防災行政無線装置設置（大阪府咲洲庁舎）にかかる電気料金（１１月分）の支出について
8,228

危機管理室 危機管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（１２月分）
398

危機管理室 危機管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（１２月分）
6,422

危機管理室 危機管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（１２月分）
2,500

危機管理室 危機管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（１２月分）
25,962

危機管理室 危機管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（１２月分）
2,174

危機管理室 危機管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用ヘリコプター映像受信設備回線使用料（１２月分）の支出について
140,400

危機管理室 危機管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理対策用　危機管理情報システムツイッター対応業務について（１２月分）
12,960

危機管理室 危機管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理情報システムの運用業務にかかる委託料の支出について（１２月分）
263,520

危機管理室 危機管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 平成26年度阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（12月分）
446,552

危機管理室 危機管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 全国瞬時警報システムＬＧＷＡＮ接続機器保守業務にかかる委託料の支出について（１２月分）
13,824

危機管理室 危機管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用プリンタの賃貸借にかかる支出について（１２月分）
1,036

危機管理室 危機管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式　長期借入にかかる支出について（１２月分）
73,733

危機管理室 危機管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式長期借入にかかる支出について（１２月分）
10,123
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危機管理室 危機管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 防災行政無線装置設置に伴う使用料の支出について（大阪府咲洲庁舎）（２月分）
191,235

危機管理室 危機管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅（バルトワン３１１号）賃借料の支出について（２月分）
85,000

危機管理室 危機管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 防災行政無線装置設置に伴う使用料の支出について（スイスホテル南海大阪）（１月分）
504,792

危機管理室 危機管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成26年度阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（12月分）
94,923

危機管理室 危機管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 平成26年度阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（12月分）
111,321

市政改革室 総合調整担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 旅費　普通旅費 市政改革室業務用　市内等出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
9,580

市政改革室 総合調整担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代の支出について（PDCA側・平成２６年１２月分）
12,402

市政改革室 総合調整担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　毎日新聞外１点の購読にかかる経費の支出について（第３四半期分）
25,638

市政改革室 総合調整担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代の支出について（総合調整側・平成２６年１２月分）
15,048

市政改革室 総合調整担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 市政改革室業務用　後納郵便料（平成２６年１２月分）の支払いについて
647

市政改革室 総合調整担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度庁内利用カラープリンター等機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成２６年１２月分）
10,886

市政改革室 総合調整担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成２６年１２月分）
69,925

市政改革室 総合調整担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成２６年１２月分）
6,993

市政改革室 事業再構築担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度第３回建設事業評価有識者会議（12月９日）の会議録作成業務に係る支出について
16,848

市政改革室 事業再構築担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 旅費　普通旅費 管外出張（事業再構築関係・滋賀県）に係る経費の支出について
2,550

契約管財局 契約課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約管財局事務室設置分の電話機にかかる通話料金の支出について（平成26年11月分）
63,964

契約管財局 契約課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用　市内出張等交通費の支出について（11月分）
5,000

契約管財局 契約課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用シャープペンシルほか14点買入経費の支出について
77,372

契約管財局 契約課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
13,582

契約管財局 契約課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
387

契約管財局 契約課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用等「市内出張等交通費」の支出について（平成26年12月分）
1,380

契約管財局 契約課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 契約事務及び管財事務用等コピー代の支出について（平成26年12月分）
136,446

契約管財局 契約課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 契約管財局事務室（オーク200ビル）庁舎清掃業務委託経費の支出について（平成26年12月分）
115,120

契約管財局 契約課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用プリンタ長期借入経費の支出について（平成26年12月分）
23,522

契約管財局 契約課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等長期借入経費の支出について(平成26年12月分)
89,738

契約管財局 契約課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等長期借入経費の支出について（平成26年12月分）
245,950

契約管財局 契約課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約管財局事務用ファクシミリ装置一式長期借入（再リース）経費の支出について（平成26年12月分）
4,567

契約管財局 契約課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（平成26年12月分）
31,399

契約管財局 契約課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（平成26年12月分）
8,877

契約管財局 契約課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用市内出張交通費（１２月分）の支出について
3,320

契約管財局 契約課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 オーク200ビル事務室にかかる電気・空調料金の支出について（平成26年12月分）
1,722,092

契約管財局 契約課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務及び管財事務用後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
145,951

契約管財局 契約課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 契約管財局事務室（オーク200ビル）にかかる賃料及び共益費の支出について（平成27年１月分）
14,471,249

契約管財局 契約課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 市内出張等用「地下鉄回数カード」の購入経費の支出について
600,000

契約管財局 契約課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 第５回総合評価一般競争入札評価会議にかかる報償金の支出について
48,015

契約管財局 契約課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用　市内出張等交通費の支出について（12月分）
2,400

契約管財局 契約課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約管財局事務室設置分の電話機にかかる通話料金の支出について（平成26年12月分）
63,225

契約管財局 契約制度課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成26年11月分）
16,815

契約管財局 契約制度課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成26年11月分）
156,222

契約管財局 契約制度課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 第１４３回大阪市入札等監視委員会に係る委員報酬の支出について
64,020

契約管財局 契約制度課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 第１４４回大阪市入札等監視委員会に係る委員報酬の支出について
64,020

契約管財局 契約制度課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムクライアント機器等長期借入」に係る賃借料の支出について（平成27年1月分）
208,029

契約管財局 契約制度課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 契約事務用「地方公共団体契約実務の要点」及び「地方公共団体契約実務ハンドブック」追録購入に係る需用費の支出について
14,139

契約管財局 契約制度課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムサーバ機器等長期借入」に係る賃借料の支出について（平成26年12月分）
7,487,888

契約管財局 契約制度課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システム各局展開クライアント機器長期借入」に係る賃借料の支出について（平成26年12月分）
26,071

契約管財局 契約制度課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システム各局展開クライアント機器等長期借入」に係る賃借料の支出について（平成26年12月分）
333,720

契約管財局 契約制度課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成26年12月分）
25,056

契約管財局 契約制度課 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 契約事務用「平成26年度契約事務研修（課長級向け）」にかかる報償費の支出について
30,000
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契約管財局 契約制度課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成26年12月分）
198,780

契約管財局 契約制度課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成26年12月分）
16,815

契約管財局 契約制度課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成26年12月分）
156,222

契約管財局 管財課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電気使用料の支出について（１１月分）
1,254

契約管財局 管財課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 管財事務用地方公共団体公有財産管理事務質疑応答集の追録の購読に係る経費の支出について
6,345

契約管財局 管財課 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電話回線使用料の支出について（１２月分）
4,456

契約管財局 管財課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
6,223

契約管財局 管財課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
734

契約管財局 管財課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
1,860

契約管財局 管財課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　火災保険料 建物総合損害共済基金分担金の支出について（１１月新規申込分）
3,917,795

契約管財局 管財課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 管財事務用「行政法の争点」外４点の購入に係る経費の支出について
14,636

契約管財局 管財課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 管財事務用国有財産関係法令通達集の追録の購読に係る経費の支出について
5,714

契約管財局 管財課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公有財産台帳管理システム用サーバ機等一式の長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
111,088

契約管財局 管財課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 財産台帳情報提供システム機器一式の借入にかかる経費の支出について（１２月分）
2,484

契約管財局 管財課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市有地活用支援システム機器一式の借入にかかる経費の支出について（１２月分）
83,808

契約管財局 管財課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 『もと津守浄水場機械警備業務委託　長期継続』の経費の支出について（１２月分）
27,000

契約管財局 管財課 平成27年01月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（近鉄南大阪線連続立体交差事業－１）
4,821,120

契約管財局 管財課 平成27年01月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（近鉄南大阪線連続立体交差事業－２）
4,821,120

契約管財局 管財課 平成27年01月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 もと津守浄水場引込線移設工事にかかる経費の支出について
7,452

契約管財局 管財課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 管財事務用市内等出張交通費の支出について（１２月分）
3,870

契約管財局 管財課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 管財事務用市内等出張交通費の支出について（１２月分）
35,610

契約管財局 管財制度課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度非常勤嘱託職員弁護士報酬の支出について（１月分）
40,400

契約管財局 管財制度課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 第747回大阪市不動産評価審議会に係る委員報酬の支出について
112,035

契約管財局 審査課 平成27年01月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「近畿建築行政会議　建築基準法　共通取扱い集」の購入経費の支出について
1,380

契約管財局 審査課 平成27年01月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 役務費　通信運搬費 事務参考用図書「近畿建築行政会議　建築基準法　共通取扱い集」の購入経費の支出について
230

契約管財局 審査課 平成27年01月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「近畿建築行政会議　建築基準法　共通取扱い集」の購入経費の支出について
564

契約管財局 審査課 平成27年01月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 事務参考用図書「近畿建築行政会議　建築基準法　共通取扱い集」の購入経費の支出について
94

契約管財局 審査課 平成27年01月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 大阪都市計画事業　十三吹田線用地取得に伴う補償説明並びに管外出張旅費の支出について
10,160

契約管財局 審査課 平成27年01月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 大阪都市計画事業　十三吹田線用地取得に伴う補償説明並びに管外出張旅費の支出について
10,100

契約管財局 審査課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
500

契約管財局 審査課 平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
13,311

契約管財局 審査課 平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
820

契約管財局 審査課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
5,437

契約管財局 審査課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
222

契約管財局 審査課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 （No.260053）用地事務用　国土交通大学　平成２６年度　用地（Ⅱ期）　にかかる研修経費の支出について（研修テキスト代　その２）
87

契約管財局 審査課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 （No.H26-1910）用地事務用　国土交通大学　平成２６年度　用地（Ⅱ期）にかかる研修経費の支出について（研修テキスト代　その１）
9,985

契約管財局 審査課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 （No.260053）用地事務用　国土交通大学　平成２６年度　用地（Ⅱ期）　にかかる研修経費の支出について（研修テキスト代　その２）
36

契約管財局 審査課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 （No.H26-1910）用地事務用　国土交通大学　平成２６年度　用地（Ⅱ期）にかかる研修経費の支出について（研修テキスト代　その１）
4,079

契約管財局 審査課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
455

契約管財局 審査課 平成27年01月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
5,959

契約管財局 審査課 平成27年01月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
806

契約管財局 審査課 平成27年01月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 役務費　手数料 用地買収・賃借事務用収入印紙の購入について
142,000

契約管財局 審査課 平成27年01月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　手数料 用地買収・賃借事務用収入印紙の購入について
58,000

契約管財局 審査課 平成27年01月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「都市計画法規集５８８号－５８９号外７点」の購入経費の支出について
23,534

契約管財局 審査課 平成27年01月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「都市計画法規集５８８号－５８９号外７点」の購入経費の支出について
9,613

契約管財局 審査課 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市補償審査委員会に係る報酬（1月分）について
80,025

契約管財局 審査課 平成27年01月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 審査・用地事務市内出張等用旅費の支出について（平成２６年１２月分）
78,844

契約管財局 審査課 平成27年01月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 審査・用地事務市内出張等用旅費の支出について（平成２６年１２月分）
32,204
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契約管財局 審査課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 平成26年度用地部法律相談の報償金の支出について（12月分）
16,200

契約管財局 用地課 平成27年01月05日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　十三吹田線　土地売買代金の支出について
10,122,931

契約管財局 用地課 平成27年01月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　十三吹田線　建物等補償金の支出について（前金払）
2,971,200

契約管財局 用地課 平成27年01月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　占有者立退補償金の支出について（前金払）
1,989,650

契約管財局 用地課 平成27年01月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　十三吹田線　土地売買代金の支出について
5,443,278

契約管財局 用地課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 公有財産購入費　土地購入費 生野東第１住宅地区改良事業　土地売買代金の支出について
4,530,250

契約管財局 用地課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　建物等補償金の支出について（後金払）
1,823,050

契約管財局 用地課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　建物等補償金の支出について（後金払）
4,913,100

契約管財局 用地課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　建物等補償金の支出について（後金払）
3,374,900

契約管財局 用地課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　建物等補償金の支出について（後金払）
6,859,300

契約管財局 用地課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　建物等補償金の支出について
40,300

契約管財局 用地課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　建物等補償金の支出について（後金払）
1,983,450

契約管財局 用地課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　建物等補償金の支出について
4,028,600

契約管財局 用地課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　建物等補償金の支出について
203,200

契約管財局 用地課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　建物等補償金の支出について
4,971,000

契約管財局 用地課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　建物等補償金の支出について（前金払）
4,528,600

契約管財局 用地課 平成27年01月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
299,160

契約管財局 用地課 平成27年01月26日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　天王寺大和川線　土地売買代金の支出について
25,091,048

契約管財局 用地課 平成27年01月26日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　天王寺大和川線　土地売買代金の支出について
84,480

契約管財局 用地課 平成27年01月26日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　天王寺大和川線　土地売買に伴う物件移転補償金の支出について（前金払）
9,480,350

契約管財局 用地課 平成27年01月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　正蓮寺川北岸線　建物等補償金の支出について（前金払）
6,560,450

契約管財局 用地課 平成27年01月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　十三吹田線　建物等補償金の支出について（前金払）
2,853,900

契約管財局 用地課 平成27年01月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　津守阿倍野線　占有者立退補償金の支出について(前金払)
433,400

契約管財局 用地課 平成27年01月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　津守阿倍野線　建物等補償金の支出について(前金払)
29,736,450

契約管財局 用地課 平成27年01月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　北野今市線　隣接地補償金の支出について
1,631,400

契約管財局 用地課 平成27年01月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
43,200

契約管財局 用地課 平成27年01月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　大阪外環状線連絡線付属街路２号線　土地売買に伴う物件移転補償金の支出について（前金払）
7,130,050

契約管財局 用地課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　生野南北線　土地売買に伴う物件移転補償金の支出について（後金払）
7,417,550

契約管財局 用地課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　生野南北線　土地売買に伴う残地補償金の支出について
449,956

こども青少年局 総務課 平成27年01月06日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 国旗外1点の購入及び同経費の支出について
25,585

こども青少年局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（１２月分）企画グループ
2,040

こども青少年局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンの調達の実施及び同所要経費の支出について（平成26年12月分）
66,420

こども青少年局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ７）経費の支出について（平成26年12月分）
1,048,892

こども青少年局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ６）経費の支出について（平成26年12月分）
218,099

こども青少年局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報用プリンタ長期借入（再リース）経費の支出について（平成26年11月分）
1,982

こども青少年局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ４）経費の支出について（平成26年12月分）
258,236

こども青少年局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ５）経費の支出について（26年12月分）
25,145

こども青少年局 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　印刷製本費 大阪市こども・子育て支援計画（仮称）に関するパブリックコメントにかかる素案印刷及び同所要経費の支出について
250,560

こども青少年局 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成26年度こども青少年局給食調理者等検便検査業務委託にかかる所要経費の支出について（１２月分）
640,490

こども青少年局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞（平成２６年４月～平成２７年３月）の買入にかかる経費の支出について（平成26年10月～12月分）
36,333

こども青少年局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞・日本経済新聞（平成２６年４月～平成２７年３月）の買入にかかる経費の支出について　（平成26年10月～12月分）
76,914

こども青少年局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞（平成２６年４月～平成２７年３月）の買入にかかる経費の支出について（平成26年10月～12月）
36,333

こども青少年局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞（平成２６年４月～平成２７年３月）の買入にかかる経費の支出について（平成26年10月～12月分）
36,333

こども青少年局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成26年度大阪市職員[栄養士]採用試験にかかる試験問題等作成業務委託の支出について
407,997

こども青少年局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 事務参考用　官報情報サービス（平成２６年４月～平成２７年３月）ライセンス借入の実施及び同経費の支出について（平成26年10月～12月分）
6,480

こども青少年局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度こども青少年局乾式電子複写機（FAX機）借入経費について（地下1階）平成26年12月分
4,295

こども青少年局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　視覚障がい者用拡大読書器の借入及び同経費の支出について（平成26年12月分月）
9,558

こども青少年局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　視覚障がい者用パソコン一式の長期借入及び同経費の支出について（その2）（平成26年12月分）
26,352
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こども青少年局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度乾式電子複写機（ＦＡＸ機・７階　企画部青少年課）の長期借入にかかる経費について平成26年12月分
4,305

こども青少年局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度こども青少年局乾式電子複写機（FAX機）借入経費について（２階企画部）平成26年12月分
6,489

こども青少年局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー機プリント料金の支出について（12月分）ＤＣⅣ７０８０　５台分
329,780

こども青少年局 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 こども・子育て支援会議公募委員選考委員会にかかる報償金の支出について
33,250

こども青少年局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成26年度こども青少年局文書等逓送業務にかかる所要経費の支出について（１２月分）
332,424

こども青少年局 青少年課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 平成２６年度こども文化センター生涯学習情報システム回線使用料（１１月分）の支出について
10,362

こども青少年局 青少年課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 報償費　報償金 大阪市立青少年施設指定管理予定者第２回選定会議にかかる報償金の支出について
70,310

こども青少年局 青少年課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立青少年センター管理運営業務代行料の支出について（第４四半期分）
10,188,043

こども青少年局 青少年課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ｅ）の支出について（第４四半期分）
7,818,330

こども青少年局 青少年課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ｄ）の支出について（第４四半期分）
4,256,159

こども青少年局 青少年課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ａ）の支出について（第４四半期分）
72,946,184

こども青少年局 青少年課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ｃ）の支出について（第４四半期分）
3,234,533

こども青少年局 青少年課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ｂ）の支出について（第４四半期分）
694,637,730

こども青少年局 青少年課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 平成２６年度こども文化センター管理運営業務の実施及び同所要経費の支出について（第４四半期）
17,109,400

こども青少年局 青少年課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立信太山青少年野外活動センター管理運営業務代行料の支出について（第４四半期）
14,534,750

こども青少年局 青少年課 平成27年01月15日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　交付金 塾代助成事業全市実施にかかる交付金の支出について（１１月分１回目）
35,149,236

こども青少年局 青少年課 平成27年01月16日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 役務費　共済保険料 もと大阪市立伊賀青少年野外活動センター用地内立木の森林国営保険への継続加入並びに同所要経費の支出について
216,528

こども青少年局 青少年課 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 旅費　普通旅費 平成２６年度　市内出張交通費および管外出張旅費（近接地）の支出について（１２月分）
12,100

こども青少年局 青少年課 平成27年01月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用船場センタービル管理費及び建物修繕積立金の支出について（平成27年1月分）
653,019

こども青少年局 青少年課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 旅費　普通旅費 平成２６年度市内出張交通費（１２月分）の支出について
3,660

こども青少年局 青少年課 平成27年01月23日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度　こども　夢・創造プロジェクト事業実施経費の支出について（第3期）
2,000,000

こども青少年局 青少年課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 青少年課放課後事業グループ市内出張旅費について（平成26年12月分）
8,960

こども青少年局 青少年課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 新成人への市長メッセージ等の封入封緘業務の委託経費の支出について
161,563

こども青少年局 青少年課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 報償費　報償金 みおつくしの鐘打鐘のつどい運営補助ボランティア活動費等の支払いについて（１回目）
7,000

こども青少年局 青少年課 平成27年01月30日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 「輝け『未来』・こども夢体験プロジェクト」サイト更新・修正業務に係る経費の支出について
16,848

こども青少年局 青少年課 平成27年01月30日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　交付金 塾代助成事業全市実施にかかる交付金の支出について（１１月分２回目）
23,528,779

こども青少年局 経理課 平成27年01月06日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 平成26年度下半期局内一括購入物品（事務用品）の支出について
7,544

こども青少年局 経理課 平成27年01月06日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 平成26年度下半期局内一括購入物品（事務用品）の支出について
20,335

こども青少年局 経理課 平成27年01月06日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 平成26年度下半期局内一括購入物品（事務用品）の支出について
5,190

こども青少年局 経理課 平成27年01月06日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 平成26年度下半期局内一括購入物品（事務用品）の支出について
13,656

こども青少年局 経理課 平成27年01月06日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 平成26年度下半期局内一括購入物品（事務用品）の支出について
108,864

こども青少年局 経理課 平成27年01月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成26年度下半期局内一括購入物品（事務用品）の支出について
15,582

こども青少年局 経理課 平成27年01月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成26年度下半期局内一括購入物品（事務用品）の支出について
29,986

こども青少年局 経理課 平成27年01月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成26年度下半期局内一括購入物品（事務用品）の支出について
119,829

こども青少年局 経理課 平成27年01月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 平成26年度下半期局内一括購入物品（事務用品）の支出について
25,163

こども青少年局 経理課 平成27年01月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成26年度下半期局内一括購入物品（事務用品）の支出について
6,599

こども青少年局 経理課 平成27年01月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成26年度下半期局内一括購入物品（事務用品）の支出について
10,309

こども青少年局 経理課 平成27年01月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成26年度下半期局内一括購入物品（事務用品）の支出について
67,355

こども青少年局 経理課 平成27年01月06日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　消耗品費 平成26年度下半期局内一括購入物品（事務用品）の支出について
9,148

こども青少年局 経理課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 こども青少年局一般事務用「地方公共団体契約実務ハンドブック（追録129-132号）」の支出について
8,112

こども青少年局 経理課 平成27年01月13日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 こども青少年局一般事務用「地方財務実務提要（追録519-520）」の支出について
4,526

こども青少年局 経理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
57,811

こども青少年局 経理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
37,000

こども青少年局 経理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
900

こども青少年局 経理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
400

こども青少年局 経理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
11,847

こども青少年局 経理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
400

こども青少年局 経理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
300
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こども青少年局 経理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
1,400

こども青少年局 経理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
31,570

こども青少年局 経理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
1,540

こども青少年局 経理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
900

こども青少年局 経理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
164

こども青少年局 経理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
311

こども青少年局 経理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
1,768

こども青少年局 経理課 平成27年01月15日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
860

こども青少年局 経理課 平成27年01月15日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
328

こども青少年局 経理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　手数料 もと藤沢会館除草後の草等処分の実施経費の支出について
33,420

こども青少年局 経理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　手数料 もと藤沢会館除草後の草等処分の実施経費の支出について
33,420

こども青少年局 経理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成26年度下半期局内一括購入物品（用紙類）の契約請求について
17,258

こども青少年局 経理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 平成26年度下半期局内一括購入物品（用紙類）の契約請求について
11,418

こども青少年局 経理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成26年度下半期局内一括購入物品（用紙類）の契約請求について
6,592

こども青少年局 経理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 もと矢田中保育所機械警備業務委託長期継続の支払いについて（12月分）
18,360

こども青少年局 経理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 負担金、補助及交付金　分担金 こども青少年局分室にかかる管理費等の支出について（１月分）
184,208

こども青少年局 経理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１２月分）
12,689

こども青少年局 経理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１２月分）
380

こども青少年局 経理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１２月分）
7,507

こども青少年局 経理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１２月分）
16,070

こども青少年局 経理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１２月分）
1,130

こども青少年局 経理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１２月分）
13,302

こども青少年局 経理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１２月分）
688,224

こども青少年局 経理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１２月分）
18,500

こども青少年局 経理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１２月分）
13,592

こども青少年局 経理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１２月分）
18,564

こども青少年局 経理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１２月分）
33,957

こども青少年局 経理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１２月分）
30,933

こども青少年局 経理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１２月分）
120

こども青少年局 経理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１２月分）
10,534

こども青少年局 経理課 平成27年01月26日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１２月分）
25,400

こども青少年局 経理課 平成27年01月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１２月分）
3,598

こども青少年局 管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
14,850

こども青少年局 管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２７年１月５日支払児童手当給付費の支出について
39,825,000

こども青少年局 管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２７年１月５日支払児童手当給付費の支出について（施設入所児童分）
455,000

こども青少年局 管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
4,440

こども青少年局 管理課 平成27年01月05日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
9,520

こども青少年局 管理課 平成27年01月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立子育ていろいろ相談センター指定管理代行料の支出について（第４四半期）
28,710,829

こども青少年局 管理課 平成27年01月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　11月分（府内）
291,870

こども青少年局 管理課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 管理課市内出張交通費の支払いについて（平成２６年１０月分）
15,320

こども青少年局 管理課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度あいりん特別保育対策事業の実施にかかる経費の支出について（4回目/4回）
3,471,964

こども青少年局 管理課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 地域子育て支援拠点事業の実施にかかる経費の支出について（もと城東児童館分）3回目/3回
2,280,000

こども青少年局 管理課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度あいりん児童健全育成事業の実施にかかる経費の支出について（4回目/4回）
3,373,500

こども青少年局 管理課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　普通旅費 管理課市内出張交通費の支払いについて（平成２６年１０月分）
4,560

こども青少年局 管理課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　医薬材料費 平成26年度後期　３歳児尿検査用　尿検査試薬　外１点の購入及び同所要経費の支出について
226,800

こども青少年局 管理課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する委託料（事務手数料）の支出について　11月分（府内）
6,076

こども青少年局 管理課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する健診委託料の支出について　11月分（府内）
364,560

こども青少年局 管理課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　療育指導診査事業にかかる診査費の支出について（１１月分）
38,472
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こども青少年局 管理課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する委託料（振込手数料）の支出について　11月分（府内）
4,680

こども青少年局 管理課 平成27年01月09日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 旅費　普通旅費 管理課市内出張交通費の支払いについて（平成２６年１０月分）
5,760

こども青少年局 管理課 平成27年01月09日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

委託料　委託料 子育て世帯臨時特例給付金にかかる申請書等作成および封入・封緘・配送業務委託（概算契約）の支出について（その６：完納）
240,219

こども青少年局 管理課 平成27年01月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する医療扶助費の支出について　No11
881,724

こども青少年局 管理課 平成27年01月14日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

負担金、補助及交付金　交付金 子育て世帯臨時特例給付金の支給（１月分）について
125,460,000

こども青少年局 管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 家庭児童相談員事例研究会（西ブロック平成２６年１２月）の講師謝礼の支払いについて
10,760

こども青少年局 管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度近畿ブロック府県・指定都市民生委員児童委員関係事業会議出席にかかる会費の支払いについて
5,000

こども青少年局 管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 全国家庭児童調査にかかる調査員報酬の支出について
18,000

こども青少年局 管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　父親の育児参加啓発事業委託料の支出について（第3四半期）
1,424,250

こども青少年局 管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　父親の育児参加啓発事業にかかる会場使用料の支出について（第９回～第１２回）
172,210

こども青少年局 管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出について（第16回目）
13,630,110

こども青少年局 管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 ブックスタート用バッグの購入にかかる支出について
991,440

こども青少年局 管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度福島区子ども・子育てプラザにかかるエレベーター保守点検業務経費の支出について（平成２６年１０月～１２月分）
154,224

こども青少年局 管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務委託の実施経費の支出について（北区外７件・１８園分）１１月分
134,136

こども青少年局 管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 全国家庭児童調査にかかる調査員報酬の支出について
58,180

こども青少年局 管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　乳幼児精密健康診査事業にかかる診査費の支出について（１１月分）
24,018

こども青少年局 管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出（第15回目分）
204,000

こども青少年局 管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務委託の実施経費の支出について（東成区外９件・２９園分）１１月分
220,752

こども青少年局 管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 平成２６年度大阪市子育て活動支援事業ほか２事業委託事業の運営状況等の評価にかかる委員報酬の支出について
166,230

こども青少年局 管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度もと大淀勤労青少年ホーム（北区子ども・子育てプラザ）外5施設清掃業務委託他３件の実施経費の支出について（１２月分）
1,848,190

こども青少年局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 子育て支援室スキルアップ研修講師謝礼の支払いについて
12,880

こども青少年局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 児童家庭法令通達集追録(第７６３～７６４号）の買入にかかる経費の支出について
8,640

こども青少年局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 児童家庭法令通達集追録（第７６１～７６２号）の買入にかかる経費の支出について
8,985

こども青少年局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度　大阪市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施医療機関の実地調査に係る報酬等の支出について（12月16日実施分）
24,890

こども青少年局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　費用弁償 平成26年度　大阪市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施医療機関の実地調査に係る報酬等の支出について（12月16日実施分）
480

こども青少年局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する健診委託料の支出について　11月分（府外）
9,282,250

こども青少年局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　出産前小児保健指導事業実施にかかる委託料の支出について（１１月分）
6,172

こども青少年局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦・乳児一般健康診査事業及び出産前小児保健指導事業に要する委託料（振込手数料）の支出について　12月分（府内）
178,620

こども青少年局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦・乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　12月分（府内）
170,029,690

こども青少年局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出について（第17回目）
15,260,786

こども青少年局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務委託の実施並びに同所要経費の支出について（住吉区・住之江区・平野区・西成区）１２月分
101,736

こども青少年局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務委託の実施経費の支出について（北区外７件・１８園分）１２月分
134,136

こども青少年局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務委託の実施並びに同所要経費の支出について（東成区外９件・２９園分）１２月分
220,752

こども青少年局 管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 乳児家庭全戸訪問事業にかかる出生連絡票後納料金の支払いについて
41,004

こども青少年局 管理課 平成27年01月26日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

需用費　光熱水費 中央卸売市場本場業務管理棟（子育て給付金事務センター）にかかる光熱水費の支出について（１２月分）
22,804

こども青少年局 管理課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 ブックスタート事業用絵本（その２）の買入にかかる支出について
2,446,632

こども青少年局 管理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 平成２６年度近畿ブロック府県・指定都市民生委員児童委員関係事業会議への職員派遣にかかる経費の支払いについて
1,680

こども青少年局 管理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度地域子育て支援拠点事業（民間実施分）の所要経費の支出について（第４四半期）
2,179,800

こども青少年局 管理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する医療扶助費の支出について　No12
927,260

こども青少年局 管理課 平成27年01月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

役務費　手数料 子育て世帯臨時特例給付金支給事業に係る口座振替手数料及び組戻し手数料の支出について（概算契約）（その１）（第４回目）
12,636

こども青少年局 管理課 平成27年01月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

役務費　手数料 子育て世帯臨時特例給付金支給事業に係る口座振替手数料及び組戻し手数料の支出について（概算契約）（その４）（第４回目）
103,680

こども青少年局 管理課 平成27年01月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

役務費　手数料 子育て世帯臨時特例給付金支給事業に係る口座振替手数料及び組戻し手数料の支出について（概算契約）（その３）（第４回目）
153,144

こども青少年局 管理課 平成27年01月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

役務費　手数料 子育て世帯臨時特例給付金支給事業に係る口座振替手数料及び組戻し手数料の支出について（概算契約）（その２）（第４回目）
55,836

こども青少年局 管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（１２月分）の支出について
15,390

こども青少年局 管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 平成２６年度大阪市子育て活動支援事業ほか２事業委託事業の運営状況等の評価にかかる委員報酬の支出について
16,485

こども青少年局 管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 管理課市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
16,300

こども青少年局 管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　普通旅費 管理課市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
2,780

こども青少年局 管理課 平成27年01月29日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

旅費　普通旅費 管理課市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
7,500
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こども青少年局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出（第16回目分）
150,000

こども青少年局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

役務費　通信運搬費 子育て世帯臨時特例給付金支給事業にかかる後納郵便料金の支出について（１２月分）
871,668

こども青少年局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

使用料及賃借料　使用料 子育て世帯臨時特例給付金オフィスデスクほか１５点借入（その２）の支出について（第８回）
142,707

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 和歌山県立白浜なぎさホームにかかる措置費（12月分）の支出について
168,830

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 大津しらゆりにかかる12月分措置費の支出について
323,550

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度助産施設措置費（11月・12月請求分）の支出について
23,676,447

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度助産施設法外援護費（11月・12月請求分）の支出について
649,772

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 京都府立淇陽学校にかかる１１月分措置費の支出について
270,172

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 神戸市立若葉学園にかかる１１月分措置費の支出について
635,423

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度児童扶養手当給付費の支出について（平成27年１月期随時払）
47,592,100

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 阿波座センタービル屋上膨張水槽内ボールタップの取替改修経費の支出について
75,060

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月09日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 平成26年度要保護児童対策地域協議会機能強化事業にかかる所要経費の支出について（11月分）
617,840

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置費の支払いについて（１月分）
404,645,748

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪府立修徳学院にかかる１１月分措置費の支出について
2,018,147

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（平成２６年１１月分・ひとり親ライン）の支出について
11,290

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費の支出について(11～12月請求分）
806,983

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 児童相談システム用機器保守業務委託(長期契約)の支出について（12月分）
91,800

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用鍼灸マッサージに係る療養費の支出について（１２月分）
1,421,408

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（１２月概算払追給分）
13,502,541

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（１月概算払分）
104,810,000

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 長野市美和荘にかかる12月分措置費の支出について
486,160

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（１月概算払分）
92,383,284

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第2回児童虐待事例検証部会に係わる委員報酬の支出について
80,025

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成26年度第2回児童虐待事例検証部会に係わる委員報酬の支出について
2,170

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費審査支払手数料の支出について（１２月審査分）
5,286,072

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度こども医療費助成事業用柔道整復術療養費審査支払手数料の支出について（１２月審査分）
318,736

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（１２月審査分）
2,871,000

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 母子生活支援施設にかかる指定管理業務代行料（１月分）の支出について
27,339,970

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 入舟寮他３施設に係る指定管理業務代行料の支出について（１月分）
65,476,046

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(１月払い分）
19,718

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(１月払い分）
18,212,978

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（平成２６年１１月分）の支出について
28,822

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(１月払い分）
138,028

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(１月払い分）
18,202,673

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２６年度　ひとり親家庭等生活支援事業にかかる委託料の支出について（第４四半期分）
1,505,058

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用柔道整復術療養費の支出について（１月決定分）
6,663,008

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 兵庫県立明石学園にかかる１２月分の措置費の支出について
472,582

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（１２月審査分）
388,344

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用柔道整復術療養費の支出について（１月決定分）
10,854,903

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 平成26年度第１回大阪市要保護児童対策関連事業委託事業者選定会議に係る委員報酬の支出について
51,855

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支出について（平成26年度：9～11回目）
143,039

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月23日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支出について（過年度支出分）
26,500

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度児童虐待防止研究集会にかかる会場使用料の支出について
23,450

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 母子生活支援施設わかくさにかかる措置費（１月分）の支出について
365,990

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 母子父子寡婦福祉貸付金納入通知書外8点作成及び同所要経費の支出について
161,211

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 レスパイト・ケアにかかる措置費の支出について（１１～１月分）
56,000

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 母子父子寡婦福祉貸付金納入通知書外8点作成及び同所要経費の支出について
341,593

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 母子父子寡婦福祉貸付金納入通知書外8点作成及び同所要経費の支出について
17,979
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こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（１２月審査分）
17,863,655

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市養育支援訪問事業「エンゼルサポーター派遣事業」にかかる所要経費の支出について（10月・11月分）
1,027,289

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度施設児童自立支援事業（学力ケア）にかかる所要経費の支出について（１２月分）
4,023,858

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（１月概算払分）
399,129,900

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 京都府立淇陽学校にかかる１２月分措置費の支出について
264,670

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 神戸市立若葉学園にかかる１２月分措置費の支出について
620,337

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 和歌山県立白浜なぎさホームにかかる措置費（１月分）の支出について
168,830

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 京都府立桃山学園にかかる１１月分措置費の支出について
625,816

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成26年度　母子・父子福祉センター大阪市立愛光会館管理運営業務にかかる委託料の支出について（第４四半期分）
26,000,000

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（１２月審査分：基金）
1,941,770

こども青少年局 こども家庭課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（１月概算払分：基金）
59,262,657

こども青少年局 阿武山学園 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報償費　報償金 阿武山学園園内研修会実施にかかる講師招聘経費の支出について
19,870

こども青少年局 阿武山学園 平成27年01月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 扶助費　措置扶助金 阿武山学園入所児童インフルエンザ予防接種実施経費の支出について
180,000

こども青少年局 阿武山学園 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園　コピー代金の支払について（１１月分）
62,108

こども青少年局 阿武山学園 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　阿武山学園入所児童生活指導訓練費の支出について（１月分）
240,900

こども青少年局 阿武山学園 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 阿武山学園　市内出張交通費（１１月分）の支出について
28,010

こども青少年局 阿武山学園 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　野菜類買入及び同経費の支出について（１１月）
538,225

こども青少年局 阿武山学園 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　菓子類買入経費の支出について（１１月分）
66,280

こども青少年局 阿武山学園 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　魚介類買入及び同経費の支出について（１１月分）
135,992

こども青少年局 阿武山学園 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園　ネットワーク回線使用料（１１月分）の支出について
5,130

こども青少年局 阿武山学園 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 第２回近畿児童自立支援施設長会議の参加にかかる経費支出について
520

こども青少年局 阿武山学園 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用割り箸外１０点　買入及び所要経費の支出について
19,942

こども青少年局 阿武山学園 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（１２月分：１２月１日～１２月３１日）
15,399

こども青少年局 阿武山学園 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　燃料費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（１２月分：１２月１日～１２月３１日）
40,776

こども青少年局 阿武山学園 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園　小口支払基金の支出について（１２月分：１２月１日～１２月３１日）
43,740

こども青少年局 阿武山学園 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用敷き布団カバー（男性用）１１点　買入及び同所要経費の支出について
167,367

こども青少年局 阿武山学園 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 阿武山学園向日葵寮エアコン修繕経費の支出について
11,556

こども青少年局 阿武山学園 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　電話料金の支出について（１２月分）
4,839

こども青少年局 阿武山学園 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園桜寮掃除機ホース買入及び同所要経費の支出について
8,921

こども青少年局 阿武山学園 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用コードレス電話機　買入経費及び同所要経費の支出について
5,054

こども青少年局 阿武山学園 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 阿武山学園銀杏寮ガス給湯器修繕実施経費の支出について
45,360

こども青少年局 阿武山学園 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 阿武山学園　白衣等洗濯業務経費の支出について（12月分）
12,873

こども青少年局 阿武山学園 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 阿武山学園　本館便所清掃業務委託経費の支出について（12月分）
17,100

こども青少年局 阿武山学園 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 阿武山学園　残飯収集運搬処理業務委託経費の支出について（１２月分）
21,600

こども青少年局 阿武山学園 平成27年01月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 阿武山学園リース契約物件作図業務委託（敷地測量）所要経費の支出について
367,200

こども青少年局 阿武山学園 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 阿武山学園桜寮ガス給湯器修繕実施経費の支出について
21,600

こども青少年局 阿武山学園 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　船車賃借料 第３４回近畿児童自立支援施設駅伝大会参加にかかるバス借上げ経費の支出について
59,950

こども青少年局 阿武山学園 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園冬山体験学習実施経費（昼食代）の支出について
60,000

こども青少年局 運営担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年12月9日実施分）
10,840

こども青少年局 運営担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年12月5日実施分）
2,640

こども青少年局 運営担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター事業用電気料金（１１月分）の支出について
2,381,747

こども青少年局 運営担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター事業用ガス料金（１１月分）の支出について
640,301

こども青少年局 運営担当 平成27年01月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年12月15日実施分）
1,800

こども青少年局 運営担当 平成27年01月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年12月12日実施分）
2,160

こども青少年局 運営担当 平成27年01月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（12月前半分）
80,000

こども青少年局 運営担当 平成27年01月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（12月前半分）
8,800

こども青少年局 運営担当 平成27年01月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（12月前半分）
600

こども青少年局 運営担当 平成27年01月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成26年度大阪市こども相談センター一般廃棄物収集運搬業務委託費用の支出について（11月分）
47,260
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こども青少年局 運営担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（１１月分）の支出について
4,374

こども青少年局 運営担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成26年度こども相談センター産業廃棄物収集運搬処分業務委託料の支出について（11月分）
29,160

こども青少年局 運営担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度こども相談センター事業用一時保護委託にかかる措置費の支出について（No.017）
3,512,690

こども青少年局 運営担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 措置等にかかる児童移送費の支出について（平成27年1月14日実施分）
6,750

こども青少年局 運営担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（１１月分）の支出について（児童虐待ホットライン用フリーダイヤル通話料）
31,526

こども青少年局 運営担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度こども相談センター（森ノ宮）における寝具一式借入経費（11月分）
52,284

こども青少年局 運営担当 平成27年01月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度こども相談センター（平野分室）における寝具一式借入経費（11月分）
26,671

こども青少年局 運営担当 平成27年01月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年12月19日実施分）
8,220

こども青少年局 運営担当 平成27年01月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年12月16日実施分）
3,300

こども青少年局 運営担当 平成27年01月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　特別旅費 平成２６年度「児童福祉司・児童心理司・一時保護所職員等合同研修」への参加にかかる所要経費の支出について（平成27年1月27日～29日実施分）
44,620

こども青少年局 運営担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年12月21日実施分）
7,100

こども青少年局 運営担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年12月22日実施分）
5,640

こども青少年局 運営担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（１１月分）の支出について（光IP電話通話料）
476,315

こども青少年局 運営担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（１１月分）の支出について（光ＩＰ電話用インターネット回線使用料）
9,936

こども青少年局 運営担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　損害保険料 平成26年度一時保護委託（里親を除く個人）に係る賠償責任保険および傷害保険の加入経費の支出について
19,410

こども青少年局 運営担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（12月後半分）
380

こども青少年局 運営担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成２６年度教育相談事業ケース検討会議の講師謝礼の支出について（支援方策の見立て・第７回）
88,640

こども青少年局 運営担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 こども相談センター事業用市内・近接管外出張交通費（８月追加分・９月分）の支出について
618,896

こども青少年局 運営担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（12月後半分）
40,000

こども青少年局 運営担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター（平野分室）事業用ガス料金（１１月分）の支出について
32,554

こども青少年局 運営担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（12月後半分）
200

こども青少年局 運営担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 精密検診及び事後指導用報償金（１２月分）の支出について
210,600

こども青少年局 運営担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 親・子のカウンセリング事業用報償金（１２月分）の支出について
349,080

こども青少年局 運営担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 情緒障がい児外来治療センター事業用報償金（１２月分）の支出について
170,100

こども青少年局 運営担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター事業用コピー代金の支出について（１１月分）
152,170

こども青少年局 運営担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　備品修繕料 平成26年度こども相談センター庁内情報パソコン修理業務経費の支出について
100,602

こども青少年局 運営担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（１０月分野菜類・果物類・だし類）
978,621

こども青少年局 運営担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 乾式電子複写機（ＦＡＸ）の所要経費の支出について（１２月分）
4,294

こども青少年局 運営担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度児童相談システム機器（平野分室）借入経費の支出について（12月分）
10,713

こども青少年局 運営担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度児童相談システム機器等借入経費の支出について（12月分）
43,977

こども青少年局 運営担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度こども相談センター事業用一時保護委託にかかる措置費の支出について（No.018）
2,311,738

こども青少年局 運営担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 管外出張にかかる職員の立替払いについて（平成26年12月21日実施分）
7,270

こども青少年局 運営担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センターにおける臨床検査業務委託料の支出について（１１月分）
68,321

こども青少年局 運営担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター事業用自動車のリース（長期契約）について（１２月分）
113,832

こども青少年局 運営担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成26年度児童相談システム用バックアップデータ遠隔地保管業務委託にかかる所要経費の支出について（12月分）
5,616

こども青少年局 運営担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用料金後納郵便の支出について（１２月分）
85,787

こども青少年局 運営担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター休日及び平日夜間の電話教育相談事業委託契約にかかる支出について（平成26年12月分）
2,521,000

こども青少年局 運営担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成26年度こども相談センター不登校児童通所事業（中央通所ルームC)業務委託契約にかかる支出について（平成26年12月分）
450,500

こども青少年局 運営担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成26年度こども相談センター不登校児童通所事業（中央通所ルームＡ外１５区分）業務委託契約にかかる支出について（平成26年12月分）
9,181,500

こども青少年局 運営担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センターにおける臨床検査業務委託料の支出について（１２月分）
70,728

こども青少年局 運営担当 平成27年01月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 こども相談センター白衣等洗濯請負業務委託経費の支出について（１１月分）
20,736

こども青少年局 運営担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業（性加害治療教育プログラム）スーパーバイズ講師謝礼（１２月分）の支出について
18,600

こども青少年局 運営担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年1月6日実施分）
780

こども青少年局 運営担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター事業用読売新聞の買入経費の支出について（平成26年10月分～平成26年12月分）
12,111

こども青少年局 運営担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター事業用産経新聞の買入経費の支出について（平成26年10月分～平成26年12月分）
12,111

こども青少年局 運営担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター事業用朝日新聞の買入経費の支出について（平成26年10月分～平成26年12月分）
12,111

こども青少年局 運営担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター事業用毎日新聞外１点の買入経費の支出について（平成26年10月分～平成26年12月分）
25,638

こども青少年局 運営担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター（平野分室）事業用ガス料金（１２月分）の支出について
178,828
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こども青少年局 運営担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（１１月分野菜類・果物類・だし類）
893,718

こども青少年局 運営担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 平成26年度こども相談センター事業用電話料金（１１月分）の支出について（平野分室）
25,960

こども青少年局 運営担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 24時間電話いじめ相談窓口周知カード点字シール製作・貼付にかかる所要経費の支出について
3,780

こども青少年局 運営担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター警備業務委託料（平成２６年１２月分）の支出について
567,000

こども青少年局 運営担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター等施設維持管理業務委託料（平成２６年１２月分）の支出について
1,477,440

こども青少年局 運営担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター清掃業務委託料（平成２６年１２月分）の支出について
441,000

こども青少年局 運営担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター構内電話交換設備保守点検業務委託料（平成２６年１０月～１２月分）の支出について
169,776

こども青少年局 運営担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター昇降機保守点検業務委託料（平成２６年１２月分）の支出について
129,600

こども青少年局 運営担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度社会福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（１２月分）の支出について
64,020

こども青少年局 運営担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 スクールカウンセラー報償金の支出について（平成26年12月分）
15,890,920

こども青少年局 運営担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成26年度社会福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（１２月分）の支出について
3,100

こども青少年局 運営担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年1月8日実施分）
5,260

こども青少年局 運営担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（１１月分肉・肉加工品）
298,406

こども青少年局 運営担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（１１月分一般調味料類・菓子類）
675,697

こども青少年局 運営担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（１１月分業務用調味料類・米類）
493,162

こども青少年局 運営担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（１１月分魚介類）
536,278

こども青少年局 運営担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（１１月分パン）
197,364

こども青少年局 運営担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業（性加害治療教育プログラム）スーパーバイズ講師謝礼（２７年１月分）の支出について
18,600

こども青少年局 運営担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成26年度こども相談センター一時保護所等事業用カラー布テープ外25点の支出について
33,264

こども青少年局 運営担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　印刷製本費 大阪市こども相談センターリーフレットの印刷経費の支出について
49,200

こども青少年局 運営担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度こども相談センター用ＡＥＤ借入の実施及び同所要経費の支出について（12月分）
4,200

こども青少年局 運営担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 児童移送用公用車ＥＴＣ利用有料道路通行料（１１月分）の支出について
125,226

こども青少年局 運営担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度こども相談センター一時保護所用組立式プール一式借入経費の支出について（12月分）
98,700

こども青少年局 運営担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業報償金の支出について（１月６日実施分）
57,472

こども青少年局 運営担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 第２０回子ども虐待医療支援検討会用講師謝礼の支出について（平成２７年１月９日実施分）
18,110

こども青少年局 運営担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年1月14日実施分）
62,880

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月07日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 大阪市保育所職員12月研修会に係る所要経費の支出について（講師謝礼）
22,260

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月07日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　産休等代替職員費補助金の支出について（５月申請分）
390,720

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 認定こども園運営ハンドブック(平成26年版）の買入にかかる経費の支出について
18,662

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月13日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 平成２６年度認可外保育施設保育従事者研修の実施及び所要経費の支出について（１２月１４日開催）
12,420

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成26年度　市内出張交通費（１１月分）の支出について
76,260

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度総合福祉システム（福祉五法システム）納入通知書等作成業務（4月～12月）（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（12月分）
159,760

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　市内民間保育所運営費（1月分）の支出について
2,801,139,930

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度　保育所事故予防研修会参加に係る所要経費の支出について（会議）
10,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月16日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度大阪市小規模保育事業所整備補助金の支出について（アップル保育園　東住吉）
6,439,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月16日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市民間保育所賃料等補助金の支出について（２回目）
1,875,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市保育所職員１月研修会に係る所要経費の支出について（会場費）
18,050

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 使用料及賃借料　使用料 保育料徴収事務にかかるノート型パソコンの借入にかかる経費の支出について（12月分）
12,075

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度保育所入所関係帳票（福祉五法システム）の裁断等業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（１２月分）
71,343

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度総合福祉システム（福祉五法システム）納入通知書等裁断、封入、封緘、配送業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（１２月分）
135,717

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 総福応用用紙（連続帳票）外４点の印刷にかかる経費の支出について（１回目）
1,064,340

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 健康診断依頼書（Ａ４カット紙）の印刷にかかる経費の支出について
95,040

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 栄養関係法規類集追録２３２号他１件の支出について
8,662

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育料納付書郵便局取扱用外５点の印刷及び同所要経費の支出について（３回目／全４回）
320,003

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 平成27年度大阪市民間保育所等職員研修業務に係る委託事業者選定会議の開催および同経費の支出について（第１回選定会議報奨金）
16,845

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 平成27年度大阪市民間保育所等職員研修業務に係る委託事業者選定会議の開催および同経費の支出について（第１回選定会議報奨金）
16,745

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 平成27年度大阪市民間保育所等職員研修業務に係る委託事業者選定会議の開催および同経費の支出について（第１回選定会議報奨金）
17,605

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市保育所職員１月研修会に係る所要経費の支出について（会場費）
18,050
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こども青少年局 保育企画課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市民間保育所等運営補助金の支出について（天王寺区・２回目）
21,148,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市民間保育所等運営補助金の支出について（大正区・２回目）
5,290,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市民間保育所等運営補助金の支出について（都島区・２回目）
33,354,400

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市民間保育所等運営補助金の支出について（港区・２回目）
12,816,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市民間保育所等運営補助金の支出について（中央区・２回目）
10,601,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市民間保育所等運営補助金の支出について（北区・２回目）
20,788,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市民間保育所等運営補助金の支出について（旭区・２回目）
17,919,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市民間保育所等運営補助金の支出について（西区・２回目）
19,189,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　他市民間保育所運営費（1月分）の支出について
6,132,970

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月26日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市民間保育所賃料等補助金の支出について（第２回目）
1,875,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月26日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度大阪市小規模保育事業所整備補助金の支出について（鶴見なないろ保育園　諸口園）
7,500,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第1回社会福祉審議会児童福祉専門分科会保育事業認可部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
16,005

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第1回こども・子育て支援会議認可・確認部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
16,005

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第1回社会福祉審議会児童福祉専門分科会保育事業認可部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
16,005

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第1回こども・子育て支援会議認可・確認部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
16,005

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第1回社会福祉審議会児童福祉専門分科会保育事業認可部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
16,005

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第1回こども・子育て支援会議認可・確認部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
16,005

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第1回社会福祉審議会児童福祉専門分科会保育事業認可部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
16,005

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第1回こども・子育て支援会議認可・確認部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
16,005

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第1回社会福祉審議会児童福祉専門分科会保育事業認可部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
16,005

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第1回こども・子育て支援会議認可・確認部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
16,005

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成26年度第1回こども・子育て支援会議認可・確認部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
1,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成26年度第1回社会福祉審議会児童福祉専門分科会保育事業認可部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
480

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成26年度第1回こども・子育て支援会議認可・確認部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
360

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成26年度第1回社会福祉審議会児童福祉専門分科会保育事業認可部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
500

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成26年度第1回社会福祉審議会児童福祉専門分科会保育事業認可部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
360

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成26年度第1回こども・子育て支援会議認可・確認部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
360

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成26年度第1回社会福祉審議会児童福祉専門分科会保育事業認可部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
360

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成26年度第1回こども・子育て支援会議認可・確認部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
740

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市民間保育所等運営補助金の支出について（9月開所分・２回目）
310,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市民間保育所等運営補助金の支出について（東成区・２回目）
9,701,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市民間保育所等運営補助金の支出について（東住吉区・２回目）
23,368,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市民間保育所等運営補助金の支出について（西淀川区・２回目）
8,023,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市民間保育所等運営補助金の支出について（西成区・２回目）
8,769,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市民間保育所等運営補助金の支出について（阿部野区・２回目）
19,095,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市民間保育所等運営補助金の支出について（一時預かり事業所・２回目）
946,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市民間保育所等運営補助金の支出について（住吉区・２回目）
24,997,800

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市民間保育所等運営補助金の支出について（６・７月開所分・２回目）
2,117,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市民間保育所等運営補助金の支出について（浪速区・２回目）
5,984,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市民間保育所等運営補助金の支出について（鶴見区・２回目）
19,483,400

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市民間保育所等運営補助金の支出について（此花区・２回目）
31,884,500

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市民間保育所看護師等雇用費補助金の支出について（保育園聖愛園）２回目
265,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市民間保育所看護師等雇用費補助金の支出について（２回目）
12,099,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市民間保育所看護師等雇用費補助金の支出について（あい保育園昭和町）（１回目）
849,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市民間保育所等運営補助金の支出について（住之江区・２回目）
28,720,100

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市民間保育所等運営補助金の支出について（東淀川区・２回目）
44,335,500

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市民間保育所等運営補助金の支出について（平野区・２回目）
36,562,100

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市民間保育所看護師等雇用費補助金の支出について（わんわん保育園）２回目
637,000
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こども青少年局 保育企画課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 平成２６年度大阪市幼保連携型認定こども園及び認可保育所設置運営法人選定会議（再公募）に係る委員報酬並びに交通費の支出について
348,595

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市民間保育所等運営補助金の支出について（福島区・２回目）
18,408,800

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市民間保育所等運営補助金の支出について（淀川区・２回目）
21,809,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市民間保育所等運営補助金の支出について（城東区・２回目）
39,937,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市民間保育所等運営補助金の支出について（生野区・２回目）
37,457,700

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　他市公立保育所運営費（12月分）の支出について（安八郡安八町：ふたば保育園）
41,143

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月30日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度大阪市小規模保育事業所整備補助金の支出について（蓮美幼児学園　石ヶ辻プリメール）
7,279,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月30日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市民間児童福祉施設耐震診断調査補助事業にかかる補助金額の確定について
768,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月30日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市民間児童福祉施設耐震診断調査補助金の支出について
323,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年01月30日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市民間児童福祉施設耐震診断調査補助金の支出について
676,000

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育用全自動洗濯機の購入及び同経費の支出について（その３・毛馬保育所）
24,732

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 松通保育所調理室給湯器修繕の所要経費の支出について
27,000

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 大浪保育所３歳児保育室及び４歳児保育室空調機修繕の所要経費の支出について
44,172

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 酉島保育所ポータブルアンプ修繕の支出について
34,020

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 南津守保育所調理室給湯器点検作業の支出について
3,240

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 西淡路第２保育所支援センター事務室給湯器点検作業の支出について
1,728

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所機械警備業務（その３）委託の所要経費の支出について（１１月分）
60,480

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所機械警備業務（その４）委託の実施及び同所要経費の支出について
68,040

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所機械警備業務（その１）委託の所要経費の支出について（１１月分）
68,040

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 備品購入費　機械器具費 ガラス３枚引違い保管庫の購入及び同経費の支出について
42,660

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月05日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 報償費　報償金 公立保育所民間移管にかかる法律相談経費の支出について（第３回目）
40,500

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成26年度市立保育所におけるインターネット回線使用料（ケイオプティコム１１月分）の支出について
476,170

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所用　パーティーフーズセットＣ（果物）ほか４８点の購入及び同経費の支出について
105,192

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所用　白木流し台〈普及版〉ほか１１１点の購入及び同経費の支出について
30,488

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　パーティーフーズセットＣ（果物）ほか４８点の購入及び同経費の支出について
685,368

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　白木流し台〈普及版〉ほか１１１点の購入及び同経費の支出について
791,208

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 三国保育所幼児トイレ洗濯機修繕の所要経費の支出について
8,964

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 住吉乳児保育所給湯設備取替工事（その２）の実施及び同所要経費の支出について
459,000

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月09日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 報償費　報償金 公立保育所の民間移管にともなう弁護士意見書作成費用の支出について（意見書１通目）
108,000

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所保育用　出席スタンプ  外１２１点 の購入及び同経費の支出について
118,055

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 １月１３日支出分　所外保育にかかる其他委員等旅費の支出について（１月１４～１６日）１月３週
660

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 １月１３日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（１月１４～１６日）１月３週
5,554

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所保育用　出席スタンプ  外１２１点 の購入及び同経費の支出について
1,206,867

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 １月１３日支出分　所外保育にかかる使用料の支出について（１月１４～１６日）１月３週
900

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 西保育所ポータブルアンプ修繕の実施及び同所要経費の支出について
13,068

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 天下茶屋保育所ポータブルアンプ修繕の実施及び同所要経費の支出について
51,516

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立保育所・幼稚園産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）の実施経費の支出について(11月分)
673,062

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 森小路保育所エレベーター設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第３四半期分）
147,420

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 松之宮保育所エレベーター設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第３四半期分）
102,708

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 北加賀屋保育所外１箇所自動ドア設備保守点検業務委託の実施並びに同所要経費の支出について
17,496

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 生江保育所エレベーター設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第３四半期分）
210,600

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 豊里第１保育所エレベーター設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第３四半期分）
210,600

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所保育用　絵本「きかんしゃやえもん」外４８８点（合計６８１冊）の購入経費の支出について
164,610

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 １月１９日支出分　所外保育にかかる賃金の支出について（１月２０～２３日）１月４週
560

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 １月１９日支出分　所外保育にかかる其他委員等旅費の支出について（１月２０～２３日）１月４週
1,040

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 １月１９日支出分　所外保育にかかる普通旅費、其他委員等旅費の支出について（１月２０日分）
420

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 １月１９日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（１月２０～２３日）１月４週
5,518

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 １月１９日支出分　所外保育にかかる普通旅費、其他委員等旅費の支出について（１月２０日分）
852
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こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用ガス炊飯器外１点の購入及び同経費の支出について（大浪・十三保育所）
34,560

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所保育用　絵本「きかんしゃやえもん」外４８８点（合計６８１冊）の購入経費の支出について
506,162

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 １月１９日支出分　所外保育にかかる使用料の支出について（１月２０～２３日）１月４週
2,000

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度　保育所運営事業委託料の支出について（１月分）
374,826,415

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 住吉保育所調理室空調機修繕所要経費の支出について
18,927

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所運営課市内出張交通費の支払いについて(１１月分）
110,870

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 西保育所調理室空調機修繕の実施経費の支出について
27,432

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 長橋第２保育所事務所浴室給湯器リモコン点検作業の支出について
3,240

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 長吉第１保育所エレベーター設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第３四半期分）
257,580

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 備品購入費　機械器具費 保育所用ガス給湯器の購入及び同経費の支出について（東小橋・南津守・鴫野保育所）
232,200

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月23日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 報償費　報償金 大阪市立保育所民間移管予定者選定会議実施経費の支出について
875,890

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 １月２６日支出分　所外保育にかかる其他委員等旅費の支出について（１月２７～３０日）１月４週
220

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 １月２６日支出分　所外保育にかかる普通旅費、其他委員等旅費、使用料の支出について（１月２７日分）
480

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 １月２６日支出分　所外保育にかかる普通旅費、其他委員等旅費、使用料の支出について（１月２７日分）
960

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 １月２６日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（１月２７～３０日）１月５週
440

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成２６年度市立保育所における電話料金（ＫＤＤＩ１２月分）の支出について
123,498

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所機械警備業務（その２）委託の所要経費の支出について（１２月分）
93,312

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立保育所・幼稚園産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）の所要経費について（１２月分）
747,801

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所機械警備業務（その４）委託の所要経費の支出について（１２月分）
68,040

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所機械警備業務（その３）委託の実施経費の支出について
60,480

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所夜間及び休日機械警備業務委託の所要経費の支出について（１２月分）
73,872

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所機械警備業務（その１）委託の所要経費の支出について（１２月分）
68,040

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 １月２６日支出分　所外保育にかかる普通旅費、其他委員等旅費、使用料の支出について（１月２７日分）
900

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 １月２６日支出分　所外保育にかかる使用料の支出について（１月２７～３０日）１月５週
17,980

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 あすか保育所２歳保育室空調機緊急取替工事の実施経費の支出について
537,840

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 関目保育所４歳児保育室空調機洗浄作業経費の支出について
64,800

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 加島第１保育所調理休憩室空調機点検作業経費の支出について
10,152

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 天王寺保育所ポータブルアンプ修繕経費の支出について
42,120

こども青少年局 保育所運営課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度都市再生機構内保育所（出来島・千島・豊里第２）賃貸料、共益費の支出について（１月分）
266,220

環境局 環境管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 環境データ処理システム用光回線2回線の使用に係る経費の支出について（11月分）
16,350

環境局 環境管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 大気汚染常時監視用光回線1回線使用に係る経費の支出について（親局：11月分）
9,471

環境局 環境管理課 平成27年01月07日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 ＡＴＣ庁舎電話料金の支出について（平成２６年１１月分・庁舎管理用）
52,539

環境局 環境管理課 平成27年01月09日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 大気汚染調査用大気採取用ポンプ買入経費の支出について
793,692

環境局 環境管理課 平成27年01月09日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 備品購入費　機械器具費 大気汚染常時監視用微小粒子状物質自動測定機の買入による経費の支出について
1,938,276

環境局 環境管理課 平成27年01月13日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　特別旅費 第39回空港環境対策関係担当者研修　出張旅費の支出について（一般事務費）
47,180

環境局 環境管理課 平成27年01月14日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 共同利用施設維持管理用大阪市立共同利用施設指定管理予定者選定会議専門委員報償金の支出について（平成26年12月15日開催分）
34,150

環境局 環境管理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　特別旅費 平成26年度　環境省　化学物質対策研修に係る旅費の支出について（一般事務用）
29,960

環境局 環境管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 悪臭防止対策用悪臭分析パネルに係る報償金の支出について（12月5日実施分）
18,000

環境局 環境管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 ＩＣレコーダーほか１点の購入にかかる支払いについて（一般事務用）
23,220

環境局 環境管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 大気汚染常時監視用微小粒子状物質測定用ろ紙の買入に係る経費の支出について
302,400

環境局 環境管理課 平成27年01月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 委託料　委託料 大気汚染常時監視業務に係る測定局移設に関する測定機器等移設業務委託経費の支出について
247,320

環境局 環境管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 共同利用施設用平成26年度大阪市立共同利用施設の管理運営に係る経費の支出について（第４四半期）
3,131,000

環境局 環境管理課 平成27年01月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　普通旅費 PCB廃棄物無害化処理認定施設の現地調査の出張旅費の支出について
1,380

環境局 環境管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 ＡＴＣ庁舎電気料金の支出について（平成２６年１２月分・庁舎管理用）
359,384

環境局 環境管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）賃料・共益費の支出について（平成27年2月分・庁舎管理用）
4,670,190

環境局 環境管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）構内電話配線使用料の支出について（平成26年12月分・庁舎管理用）
1,080

環境局 環境管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）月極駐車場使用料金の支出について（平成27年2月分・庁舎管理用）
151,200

環境局 環境管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 大気汚染常時監視用微小粒子状物質測定用ポンプほか８点の買入経費の支出について
290,952
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環境局 環境管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 大気汚染常時監視用浮遊粒子状物質及び微小粒子状物質測定用ろ紙の買入に係る経費の支出について
906,984

環境局 環境管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　船車修繕料 公害パトロール車継続検査に係る経費の支出について（公害パトロール用）
19,224

環境局 環境管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　船車修繕料 公害パトロール車継続検査に伴う追加修繕経費の支出について（公害パトロール用　なにわ４００さ８３９６）
153,370

環境局 環境管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　手数料 公害パトロール車継続検査に係る検査・登録手数料及び自動車重量税の支出について（公害パトロール用　なにわ４００さ８３９６）
1,100

環境局 環境管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 環境データ処理システム用コンピュータ機器一式長期借入に係る使用料の支出について（12月分）
59,098

環境局 環境管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視テレメータシステム用機器長期借入にかかる経費の支出について（子局：12月分）
769,482

環境局 環境管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視用テレメータ機器一式長期借入に係る経費の支出について（親局：12月分）
448,524

環境局 環境管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大気汚染常時監視用ＡＴＣ庁舎の構内配線使用に係る経費の支出について（12月分）
5,940

環境局 環境管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 公課費　公課費 公害パトロール車継続検査に係る検査・登録手数料及び自動車重量税の支出について（公害パトロール用　なにわ４００さ８３９６）
7,800

環境局 環境管理課 平成27年01月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 役務費　通信運搬費 大気汚染常時監視測定局の移設に伴うテレメータ回線の電話架設経費の支出について(新森小路小学校）
10,044

環境局 環境管理課 平成27年01月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 役務費　損害保険料 電気自動車用倍速充電スタンドの動産保険料の支出について
67,890

環境局 環境管理課 平成27年01月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物情報管理システム用機器一式長期借入経費の支出について　１２月分
77,760

環境局 環境管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
1,852

環境局 環境管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油料金の支出について（公害パトロール用・平成26年11月分）
33,197

環境局 環境管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 郵便料金の支出について（12月分　環境管理部　一般業務用）
5,287

環境局 環境管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
2,100

環境局 環境管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
250

環境局 環境管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
200

環境局 環境管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ高速道路通行料の支出について（公害パトロール・平成26年11月分）
18,260

環境局 環境管理課 平成27年01月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
1,100

環境局 環境管理課 平成27年01月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 揮発油の購入（規制指導用）経費の支出について　１１月分
5,378

環境局 環境管理課 平成27年01月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路（車両有料道路）通行料金用費用の支出について　１１月分
5,790

環境局 環境管理課 平成27年01月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　普通旅費 産業廃棄物規制用市内出張交通費の支出について（１２月分）
2,200

環境局 環境管理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 悪臭防止対策用悪臭分析パネルに係る報償金の支出について（12月16日実施分）
18,000

環境局 環境管理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 「環境法規総覧」追録購入及び費用の支出について（環境管理部一般事務用・第3回中間払い）
45,100

環境局 環境管理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大気汚染常時監視用今里交差点局不動産賃貸借に係る経費の支出について（第3四半期分）
285,768

環境局 環境管理課 平成27年01月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　特別旅費 平成26年度環境省産業廃棄物対策研修（第1回）にかかる出張旅費の支出について
29,340

環境局 環境管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費の支出について（12月分　事務連絡用）
7,382

環境局 環境管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 自動車騒音面的評価システムに係る機器の借入経費の支出について（交通騒音振動対策用）12月分
5,940

環境局 環境管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内等出張交通費の支出について（１２月分環境規制）
9,386

環境局 環境管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第3四半期分
8,792

環境局 環境管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分（No.380183)
39,023

環境局 環境管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分（No.350448）
48,179

環境局 環境管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　船車修繕料 公害パトロール車エンジン不調に係る修繕経費の支出について（公害パトロール用　なにわ４８０え２３９１）
52,380

環境局 環境管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 環境保全関係業務処理システム用サーバ及び周辺装置長期借入に係る経費の支出について（12月分）
53,892

環境局 環境管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
20,150

環境局 北部環境保全監視担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（大気汚染対策用、平成２６年１０月追加分）の支出について
820

環境局 北部環境保全監視担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用、平成２６年１２月分）の支出について
1,280

環境局 北部環境保全監視担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
300

環境局 北部環境保全監視担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
3,400

環境局 北部環境保全監視担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
5,300

環境局 東部環境保全監視担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
4,000

環境局 東部環境保全監視担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
1,000

環境局 東部環境保全監視担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
4,900

環境局 東部環境保全監視担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
2,200

環境局 東部環境保全監視担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
2,400

環境局 東部環境保全監視担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
1,100

環境局 東部環境保全監視担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
500
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環境局 西部環境保全監視担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般業務用市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
240

環境局 西部環境保全監視担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
982

環境局 西部環境保全監視担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
7,410

環境局 西部環境保全監視担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１１月分）
1,000

環境局 西部環境保全監視担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１１月分）
100

環境局 西部環境保全監視担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
800

環境局 西部環境保全監視担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１１月分）
400

環境局 西部環境保全監視担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
1,700

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成27年01月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 乾電池ほか５点の購入に係る経費の支出について（騒音・振動対策用）
46,105

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成27年01月22日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 騒音振動対策用低周波騒音計外3点の賃料経費の支出について（第３四半期分）
309,645

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 南東部環境保全監視グループ用市内出張交通費（１２月分）の支出について
360

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
1,013

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 騒音振動対策用普通騒音計外2点の賃料経費の支出について（第３四半期分）
101,114

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス駐輪場の賃借料（環境保全監視運営用）の支出について（１月分）
2,000

環境局
南西部環境保全監視担
当

平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般業務用市内出張交通費の支出について（12月分・南西部環境保全監視グループ）
300

環境局
南西部環境保全監視担
当

平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（11月分）
200

環境局
南西部環境保全監視担
当

平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（11月分）
700

環境局
南西部環境保全監視担
当

平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
800

環境局 事業管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 公衆トイレ及び喫煙設備清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（11月分）
143,316

環境局 事業管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
480

環境局 事業管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 プロバイダー使用料の支出について(斎場事業運営用１２月分)
37,260

環境局 事業管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 光回線使用料の支出について（斎場事業運営用１２月分）
9,936

環境局 事業管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 斎場予約受付システム用携帯電話料金の支出について（斎場事業運営用１２月分）
3,474

環境局 事業管理課 平成27年01月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 ポリ硫酸第二鉄の購入経費（し尿流注業務用）の支出について
17,010

環境局 事業管理課 平成27年01月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 天六公衆トイレの光熱水費経費（公衆トイレ維持管理用）の支出について（１１月分）
162,955

環境局 事業管理課 平成27年01月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 し尿収集運搬業務委託経費（し尿流注業務用）の支出について（１１月分）
343,440

環境局 事業管理課 平成27年01月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 公衆トイレ及び喫煙設備清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（11月分）
435,456

環境局 事業管理課 平成27年01月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 天六公衆トイレ清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理用）の支出について（11月分）
91,007

環境局 事業管理課 平成27年01月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 公衆トイレ清掃・管理業務委託（その１）経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（11月分）
931,679

環境局 事業管理課 平成27年01月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 公衆トイレ清掃・管理業務委託（その２）経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（１１月分）
274,895

環境局 事業管理課 平成27年01月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 需用費　消耗品費 カロート購入にかかる経費の支出について（泉南メモリアルパーク整備用）
1,944,000

環境局 事業管理課 平成27年01月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
20,710

環境局 事業管理課 平成27年01月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 城北環境事業センター・北部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（11月分）
310,808

環境局 事業管理課 平成27年01月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 北部環境事業センター外８ヶ所　機械警備業務委託費（センター警備用）の支出について（11月分）
254,880

環境局 事業管理課 平成27年01月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西南環境事業センター　機械警備業務委託費（センター警備用）の支出について（11月分）
30,240

環境局 事業管理課 平成27年01月06日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
1,940

環境局 事業管理課 平成27年01月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 北部環境事業センターほか５箇所　消防用ホース購入費（施設維持管理用）の支出について
500,774

環境局 事業管理課 平成27年01月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 東南環境事業センター防火戸用キャッチロック取替修繕費（施設維持管理用）の支出について
48,600

環境局 事業管理課 平成27年01月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 東部環境事業センター・中部環境事業センター出張所庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（11月分）
256,209

環境局 事業管理課 平成27年01月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西部環境事業センター・東北環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（11月分）
303,359

環境局 事業管理課 平成27年01月07日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 旅費　普通旅費 泉南メモリアルパーク管外出張旅費（霊園管理用）の支出について
3,560

環境局 事業管理課 平成27年01月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 自動火災用報知用バッテリーの購入経費（し尿流注業務用）の支出について
18,360

環境局 事業管理課 平成27年01月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 旅費　普通旅費 泉南メモリアルパーク管外出張旅費（霊園管理用）の支出について
1,780

環境局 事業管理課 平成27年01月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 西部環境事業センター　機械室４給気ファン取替え修理費（施設維持管理用）の支出について
343,440

環境局 事業管理課 平成27年01月08日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 デレッキ棒購入経費の支出について（斎場事業運営用）
220,320

環境局 事業管理課 平成27年01月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西南環境事業センター・東南環境事業センター・中部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（11月分）
447,948

環境局 事業管理課 平成27年01月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度（下半期）廃油等回収処理業務委託経費（環境整備用）の支出について（１２月分）
14,256

環境局 事業管理課 平成27年01月09日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 委託料　委託料 合葬式墓地記名板記名業務委託（概算契約）実施経費（霊園整備用）の支出について（12月分）
44,280
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環境局 事業管理課 平成27年01月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（業務委託内容調査協議用）
5,000

環境局 事業管理課 平成27年01月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（業務委託内容調査協議用）
5,000

環境局 事業管理課 平成27年01月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 廃棄物処理事業用大阪市粗大ごみ処理手数料収納業務委託経費の支出について（平成26年11月　郵便局分）
441,086

環境局 事業管理課 平成27年01月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 河川水面清掃及び河川清掃ごみ運搬業務委託（概算契約）経費の支出について（水面清掃事業用）（１１月分）
3,875,374

環境局 事業管理課 平成27年01月13日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　建物修繕料 瓜破斎場　炉前操作盤鍵取替経費の支出について（斎場事業運営用）
384,048

環境局 事業管理課 平成27年01月13日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 郵便切手購入費用の支出について（斎場事業運営用）
25,600

環境局 事業管理課 平成27年01月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 河川ごみ揚陸クレーン年次点検業務委託（水面清掃事業用）経費の支出について
254,880

環境局 事業管理課 平成27年01月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 量水器ほか１点購入費（施設維持管理用）の支出について
258,012

環境局 事業管理課 平成27年01月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西北環境事業センター・南部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（11月分）
329,628

環境局 事業管理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般臨時搬入票作成経費の支出について（収集運搬事業用）
116,899

環境局 事業管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 防鳥用ネットの買入及び同経費の支出について（収集作業用）
874,800

環境局 事業管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 中部環境事業センター　女子浴槽ろ過温度調節計取替修繕費（施設維持管理用）の支出について
189,000

環境局 事業管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 船舶検査証書の書換え申請経費の支出について（みおつくし３）
4,350

環境局 事業管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 不法投棄（産業廃棄物）の収集運搬処理業務委託経費（環境整備用）の支出について
259,200

環境局 事業管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 不法投棄（産業廃棄物）の収集運搬処理業務委託経費（環境整備用）の支出について
86,400

環境局 事業管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣによる高速道路利用料金にかかる経費（収集作業用）の支出について（11月分）
429,640

環境局 事業管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣによる高速道路利用料金にかかる経費（収集作業用）の支出について（11月分）
2,307,860

環境局 事業管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 トランシーバーほか１点購入経費の支出について（斎場事業運営用）
164,160

環境局 事業管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【福島区・此花区・西淀川区内】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（１１月分）
16,692

環境局 事業管理課 平成27年01月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 人力除草・清掃業務委託（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（１１月分）
7,930,025

環境局 事業管理課 平成27年01月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【都島区・旭区内】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（１１月分）
2,150,359

環境局 事業管理課 平成27年01月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【南部地域】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（１１月分）
21,082,873

環境局 事業管理課 平成27年01月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【福島区・此花区・西淀川区内】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（１１月分）
3,809,397

環境局 事業管理課 平成27年01月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【北部地域】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（１１月分）
16,947,367

環境局 事業管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 鉄道ちりとりの購入経費（環境整備用）の支出について
43,578

環境局 事業管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 瓜破斎場集塵灰処理業務委託経費の支出について（斎場事業運営用）
130,680

環境局 事業管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 瓜破斎場残骨灰処理作業委託経費の支出について（斎場事業運営用）
999,000

環境局 事業管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
1,591,940

環境局 事業管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 ビブスほか１点の購入経費（まち美化パートナー用）の支出について
92,340

環境局 事業管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 工事請負費　改修工事費 小林斎場　火炉改修その他工事経費に係る前払い金の支出について（斎場施設整備用）
26,350,000

環境局 事業管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
16,400

環境局 事業管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 使用料及賃借料　使用料 斎場予約受付システム用機器一式借入経費の支出について（斎場事業運営用12月分）
140,184

環境局 事業管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 西部環境事業センター　整備棟地区音響ベル取替修理費（施設維持管理費）の支出について
37,800

環境局 事業管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 北部環境事業センター整備棟　差動式分布型感知器ほか取替修繕費（施設維持管理用）の支出について
63,720

環境局 事業管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度　ホイルローダ月次検査・年次検査及びオイル交換等整備業務委託（その１）にかかる経費（粗大ごみ中継地運営用）の支出について（１２月分）
22,464

環境局 事業管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度　ホイルローダ月次検査・年次検査及びオイル交換等整備業務委託（その２）にかかる経費（粗大ごみ中継地運営用）の支出について（１２月分）
22,464

環境局 事業管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 大阪市立瓜破斎場夜間緊急受付業務委託経費の支出について（斎場事業運営用12月分）
13,500

環境局 事業管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立斎場予約受付システムソフトウェア借入経費の支出について（斎場事業運営用12月分）
56,727

環境局 事業管理課 平成27年01月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　燃料費 中浜流注場の車両用揮発油代金（し尿流注業務用）の支出について（11月分）
11,361

環境局 事業管理課 平成27年01月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 旅費　普通旅費 泉南メモリアルパーク管外出張旅費（霊園管理用）の支出について
1,780

環境局 事業管理課 平成27年01月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 委託料　委託料 カロート入替業務委託にかかる経費の支出について（泉南メモリアルパーク整備用）
58,320

環境局 事業管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 電話機ほか２点購入費（施設維持管理用）の支出について
54,972

環境局 事業管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 ごみ量集計用ごみ量集計システムにかかる入力データ作成業務委託経費の支出について（平成26年12月分）
362,097

環境局 事業管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ごみ量集計用ごみ量集計システムサーバ機及び周辺装置の借入経費の支出について（平成26年12月分）
38,102

環境局 事業管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
348,408

環境局 事業管理課 平成27年01月22日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 西南環境事業センターほか２ヵ所　中央監視装置整備業務委託（施設維持管理用）の支出について
1,987,200

環境局 事業管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 西南環境事業センターファンコイル用スイッチ修繕費（施設維持管理用）の支出について
181,440

環境局 事業管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 北斎場建物内警備業務委託の支出について（斎場事業運営用）第３四半期
435,086
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環境局 事業管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 大阪市立小林斎場及び佃斎場管理に係る業務代行料の支払いについて（斎場事業運営用12月分）
15,702,749

環境局 事業管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 佃斎場建物内警備業務委託について（斎場事業運営用）第３四半期
69,942

環境局 事業管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 鶴見斎場建物内警備業務委託経費の支出について（斎場事業管理用）第３四半期
76,732

環境局 事業管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 小林斎場建物内警備業務委託経費の支出について（斎場事業運営用）第３四半期
67,947

環境局 事業管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（北区・都島区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（12月分）
2,754,000

環境局 事業管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（福島区・此花区・西淀川区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（12月分）
2,157,312

環境局 事業管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 大阪市立北斎場及び鶴見斎場管理に係る業務代行料の支払いについて（斎場事業運営用１２月分）
26,324,519

環境局 事業管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 委託料　委託料 市設霊園（住吉霊園外４霊園）管理に係る業務代行料支払について（霊園管理用）（12月分）
6,128,100

環境局 事業管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 委託料　委託料 市設霊園（泉南メモリアルパーク）管理に係る業務代行料支払について（霊園管理用）(12月分)
9,192,400

環境局 事業管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 委託料　委託料 市設霊園（瓜破霊園外３霊園）及び服部納骨堂管理に係る業務代行料支払について（霊園管理用）（12月分）
20,719,000

環境局 事業管理課 平成27年01月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 蛍光灯用安定器ほか１点購入費（施設維持管理用）の支出について
66,528

環境局 事業管理課 平成27年01月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 廃棄物処理事業用粗大ごみ処理手数料納入通知書等の後納郵便料の支出について（平成26年12月分）
410

環境局 事業管理課 平成27年01月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ処理手数料収納用粗大ごみ処理手数料券の保管・仕分・配送業務委託経費の支出について（平成26年12月分）
93,549

環境局 事業管理課 平成27年01月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ処理手数料収納用粗大ごみ処理手数料券の配送業務委託経費の支出について（平成26年12月分）
756

環境局 事業管理課 平成27年01月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（旭区・城東区・鶴見区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（12月分）
5,940,000

環境局 事業管理課 平成27年01月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（平野区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（12月分）
3,812,400

環境局 事業管理課 平成27年01月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（住之江区・住吉区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（12月分）
3,667,500

環境局 事業管理課 平成27年01月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 北部環境事業センター外８ヶ所　機械警備業務委託費（センター警備用）の支出について（１２月分）
254,880

環境局 事業管理課 平成27年01月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 公衆トイレ及び喫煙設備清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（12月分）
148,284

環境局 事業管理課 平成27年01月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 し尿収集運搬業務委託経費（し尿流注業務用）の支出について（１２月分）
362,880

環境局 事業管理課 平成27年01月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 公衆トイレ及び喫煙設備清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（12月分）
449,971

環境局 事業管理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ポリエチレン製ごみ袋（１２０リットル）買入経費の支出について
62,424

環境局 事業管理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 中部環境事業センター出張所　１階誘導灯器具取替修繕費（施設維持管理用）の支出について
70,200

環境局 事業管理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 東北環境事業センター３階乾燥室扉修繕費（施設維持管理用）の支出について
191,916

環境局 事業管理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（西区・港区・大正区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（12月分）
2,880,000

環境局 事業管理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（中央区・浪速区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（12月分）
3,240,000

環境局 事業管理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 ごみ量集計用ごみ量集計システム運用・保守委託経費の支出について（平成26年12月分）
123,984

環境局 事業管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
150

環境局 事業管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（淀川区・東淀川区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（12月分）
4,050,000

環境局 事業管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（天王寺区・東住吉区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（12月分）
3,212,100

環境局 事業管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（東成区・生野区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（12月分）
4,329,000

環境局 事業管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（阿倍野区・西成区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（12月分）
4,500,000

環境局 事業管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西南環境事業センター　機械警備業務委託費（センター警備用）の支出について（12月分）
30,240

環境局 事業管理課 平成27年01月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
572

環境局 事業管理課 平成27年01月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 委託料　委託料 合葬式墓地記名板記名業務委託（概算契約）実施経費（霊園整備用）の支出について（1月分）
48,708

環境局 事業管理課 平成27年01月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 工事請負費　改修工事費 服部霊園北側擁壁整備工事（その２）にかかる経費(霊園整備用)の前金払の支出について
1,750,000

環境局 事業管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 動物死体処理業務委託経費（動物死体処理用）の支出について（１２月分）
2,411,544

環境局 事業管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 河川水面清掃及び河川清掃ごみ運搬業務委託（概算契約）経費の支出について（水面清掃事業用）（１２月分）
3,902,774

環境局 事業管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 機械警備業務委託経費（水面清掃事業用）の支出について（河川事務所）（第３四半期分）
45,360

環境局 事業管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 機械警備業務委託経費（水面清掃事業用）の支出について（河川事務所）（第２四半期分）
45,360

環境局 事業管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（１１月分）
19,950

環境局 事業管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（１１月分）
6,260

環境局 事業管理課 平成27年01月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 ロータンクレバーほか５点購入経費（公衆トイレ整備用）の支出について
46,980

環境局 北部環境事業センター 平成27年01月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 手洗い薬用水石鹸（職員衛生用）購入経費の支出について
11,016

環境局 北部環境事業センター 平成27年01月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
6,719

環境局 北部環境事業センター 平成27年01月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
350

環境局 北部環境事業センター 平成27年01月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
1,200

環境局 北部環境事業センター 平成27年01月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 蛍光ペンほか１８点（一般事務用）購入経費の支出について
60,159
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環境局 東北環境事業センター 平成27年01月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 １０月分市内等出張交通費（追加分）の支出について
380

環境局 東北環境事業センター 平成27年01月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 はさみほか10点の購入に係る経費の支出について（一般事務用）
35,135

環境局 東北環境事業センター 平成27年01月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 11月分市内等出張交通費の支出について
40,930

環境局 東北環境事業センター 平成27年01月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トイレ消臭剤ほか2点の購入にかかる経費の支出について（廃棄物処理事業用）
56,160

環境局 東北環境事業センター 平成27年01月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（26年11月分）
11,868

環境局 東北環境事業センター 平成27年01月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（26年11月分）
1,640

環境局 東北環境事業センター 平成27年01月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（26年11月分）
1,600

環境局 東北環境事業センター 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成26年度　工業用水道使用料金の支出について（洗車用・1月分）
16,625

環境局 東北環境事業センター 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成26年度　下水道使用料金の支出について（庁舎管理用・12月分）
196,030

環境局 城北環境事業センター 平成27年01月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ごみ収集車輛洗車用耐水圧ゴムホース購入経費支出について
81,648

環境局 城北環境事業センター 平成27年01月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物収集輸送車用荷崩れ防止ゴムバンド購入経費の支出について
38,880

環境局 城北環境事業センター 平成27年01月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１１月分）
97,206

環境局 城北環境事業センター 平成27年01月15日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 普及啓発事業用コットンバッグ購入経費の支出について
56,700

環境局 城北環境事業センター 平成27年01月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用等市内出張交通費の支給について（平成２６年１１月分）
23,620

環境局 城北環境事業センター 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
3,350

環境局 城北環境事業センター 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
15,821

環境局 城北環境事業センター 平成27年01月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
500

環境局 西北環境事業センター 平成27年01月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費（１１月分）の支出について
21,140

環境局 西北環境事業センター 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用下水道使用料の支出について（平成26年12月分）
392,704

環境局 西北環境事業センター 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 車両洗車用工業用水道使用料の支出について（平成27年１月分）
28,721

環境局 西北環境事業センター 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 危険物取扱者保安講習受講料の支出について（安全衛生用）
4,700

環境局 西北環境事業センター 平成27年01月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 廃棄物収集輸送用圧縮天然ガス購入経費の支出について（スタンド平成26年１２月分）
730,223

環境局 西北環境事業センター 平成27年01月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 廃棄物収集輸送用軽油購入経費の支出について（平成２６年１２月分）
732,384

環境局 西北環境事業センター 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 職員衛生用トイレットペーパー購入経費の支出について
60,750

環境局 西北環境事業センター 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費（１０月分）の支出について
480

環境局 西北環境事業センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２６年１２月分）
3,130

環境局 西北環境事業センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２６年１２月分）
14,745

環境局 西北環境事業センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２６年１２月分）
240

環境局 西北環境事業センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２６年１２月分）
3,910

環境局 西北環境事業センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２６年１２月分）
4,950

環境局 西北環境事業センター 平成27年01月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２６年１２月分）
1,400

環境局 中部環境事業センター 平成27年01月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 カッターナイフほか１９点の購入経費の支出について（普及啓発）
43,601

環境局 中部環境事業センター 平成27年01月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 会議・健康診断等用市内出張交通費の支出について(平成26年11月分)
14,170

環境局 中部環境事業センター 平成27年01月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（第３６～４５号）の支出について　（平成２６年１１月分）
2,332

環境局 中部環境事業センター 平成27年01月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（第３６～４５号）の支出について　（平成２６年１１月分）
2,805

環境局 中部環境事業センター 平成27年01月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（第３６～４５号）の支出について　（平成２６年１１月分）
820

環境局 中部環境事業センター 平成27年01月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（第３６～４５号）の支出について　（平成２６年１１月分）
1,500

環境局 中部環境事業センター 平成27年01月08日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（第３６～４５号）の支出について　（平成２６年１１月分）
5,280

環境局 中部環境事業センター 平成27年01月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成２６年１１月分
160,013

環境局 中部環境事業センター 平成27年01月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 会議・健康診断等用市内出張交通費の支出について(平成26年11月追加分)
480

環境局 中部環境事業センター 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 エレベーター保守点検業務委託経費（庁舎管理用）の支出について（第３四半期分）
158,112

環境局 中部環境事業センター 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道料（廃棄物収集運搬車用）の支出について平成２７年１月分
5,890

環境局 中部環境事業センター 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用経費（庁舎管理用）の支出について（１２月分）
259,421

環境局 中部環境事業センター 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料(庁舎管理用)の支出について　平成26年12月分
163,317

環境局 中部環境事業センター 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用経費（車両洗車用）の支出について（１月分）
19,196

環境局 中部環境事業センター 平成27年01月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
181

環境局 中部環境事業センター 平成27年01月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１２月分）
68,928

環境局 中部環境事業センター 平成27年01月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１２月分）
732,384
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環境局 中部環境事業センター 平成27年01月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
2,550

環境局 中部環境事業センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 会議・健康診断等用市内出張交通費の支出について(平成26年12月分)
18,380

環境局 中部環境事業センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（第５９～６４号）の支出について　（平成２６年１２月分）
540

環境局 中部環境事業センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
1,723

環境局 中部環境事業センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（第５９～６４号）の支出について　（平成２６年１２月分）
8,078

環境局 中部環境事業センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 　平成26年度　エレベーター設備保守点検整備業務委託料（庁舎管理用）の支出について
387,666

環境局 中部環境事業センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（第５９～６４号）の支出について　（平成２６年１２月分）
600

環境局 中部環境事業センター 平成27年01月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（第５９～６４号）の支出について　（平成２６年１２月分）
250

環境局 西部環境事業センター 平成27年01月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費（事務連絡用等）の支出について（11月分）
9,630

環境局 西部環境事業センター 平成27年01月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 危険物取扱者保安講習受講料(証紙代）の支出について（安全衛生用）
4,700

環境局 西部環境事業センター 平成27年01月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成26年度 西部環境事業センター内警備業務委託料（庁舎管理用）の支出について（１２月分）
680,850

環境局 西部環境事業センター 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成26年度 下水道使用料金（施設用）の支出について（１２月分）
327,920

環境局 西部環境事業センター 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成26年度　工業用水道使用料金（施設及び清掃用）の支出について（１月分）
21,615

環境局 西部環境事業センター 平成27年01月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用直管蛍光灯ほか３点購入経費の支出について
38,264

環境局 西部環境事業センター 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 白灯油購入経費の支出について（整備棟暖房用）
20,304

環境局 東部環境事業センター 平成27年01月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（東成区再振込分）
13,760

環境局 東部環境事業センター 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料の支出について（庁舎管理用）１２月分
330,242

環境局 東部環境事業センター 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料の支出について（車両洗車用）１月分
25,395

環境局 東部環境事業センター 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張旅費の支出について（１１月分）
12,130

環境局 東部環境事業センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張旅費の支出について（１０月分再振込分）
560

環境局 東部環境事業センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（廃棄物処理事業用）買入経費の支出について（１２月分）
1,464,768

環境局 西南環境事業センター 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成26年度　下水道料金の支出について（庁舎管理用　12月分）
296,805

環境局 西南環境事業センター 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成26年度　工業用水道料金の支出について（庁舎管理用　12月分）
23,343

環境局 西南環境事業センター 平成27年01月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成２６年１２月分　軽油買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
1,708,896

環境局 西南環境事業センター 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について　第3四半期分（一般事務用）
3,114

環境局 西南環境事業センター 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（12月分）
4,256

環境局 西南環境事業センター 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成26年12月分　圧縮天然ガス買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
611,658

環境局 西南環境事業センター 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（12月分）
3,150

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ストップ球ほか１８点の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
195,549

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｂ）購入経費の支出について（11月分）
553,705

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 塵芥収集自動車用軽自動車継続検査手数料の支出について（車両継続検査申請用）（１月分）
13,200

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（Ａ）（２０５/８５Ｒ１６）の購入経費の支出について（塵芥収集自動車用）11月分
1,896,048

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用バッテリー（Ｂ）購入経費の支出について（11月分）
93,744

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（Ｂ）（１４５Ｒ１２－８ＰＲ）の購入経費の支出について（塵芥収集自動車用）11月分
266,328

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 窓ガラス清掃業務委託の経費支出について【庁舎管理用】
71,280

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 タイヤ（Ａ）ほか１点の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
298,706

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ａ)購入経費の支出について(9月広域分)
5,940

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 塵芥収集自動車用自動車検査登録印紙購入経費の支出について（車両継続検査申請用）（１月分）
35,200

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 塵芥収集自動車用重量税印紙購入経費の支出について（車両継続検査申請用）（１月分）
798,600

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｂ）購入経費の支出について（11月分）
755,465

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｄ）購入経費の支出について（11月分）
272,499

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ａ)購入経費の支出について(11月分)
2,312,259

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ｆ)購入経費の支出について(11月分)
614,532

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｃ）購入経費の支出について（11月分）
1,721,651

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｉ）購入経費の支出について（11月分）
304,419

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｇ）購入経費の支出について（11月分）
275,100

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用調色塗料（下半期）購入経費の支出について（自動車整備用）（１２月分）
129,600

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｈ）購入経費の支出について（11月分）
7,484
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環境局 南部環境事業センター 平成27年01月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｅ）購入経費の支出について（11月分）
686,632

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 作動油の購入経費の支出について（自動車整備用）（１２月分）
36,720

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ガソリンエンジンオイル購入経費の支出について（自動車整備用）（１２月分）
141,912

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 鈑金パテ　ほか３点の購入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）
54,928

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ガラスクリーナーほか２４点の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
175,575

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月15日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 リサイクル教室用ビニールテープの購入経費の支出について
4,233

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ビニール板ほか１４点の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
244,350

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 インパクトレンチ修理に係る経費の支出について（自動車整備用）
30,672

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ディーゼルエンジンオイルの購入経費の支出について（自動車整備用）（１２月分）
94,608

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車工学（書籍）の買入経費の支出について(塵芥収集自動車整備用)
690

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 管用ダイス（Ａ）ほか６点の買入経費の支出について(塵芥収集自動車整備用)
24,375

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（研修等）の支出について（１２月分）
11,620

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道（庁舎管理用）の利用料金の支出について（１２月分）
50,902

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道（庁舎管理用）の利用料金の支出について（１月分）
13,148

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ベアリンググリスほか１点の購入経費の支出について（自動車整備用）
77,760

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 電動フォークリフト特定自主検査整備経費の支出について(塵芥収集自動車整備用)
86,400

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用ガラスの概算買入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）
88,650

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯代の経費支出について（自動車整備用）（１２月分）
16,399

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 業務用洗剤ほか１点の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
48,870

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（１２月分）
2,452

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（１２月分）
981

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の経費支出について（１２月分）
2,132

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度（後期）使用済みタイヤの収集・運搬及び、処分業務委託経費の支出について（単価契約）：１２月分
73,980

環境局 南部環境事業センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の経費支出について（１２月分）
3,270

環境局 東南環境事業センター 平成27年01月09日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（平野区再振込分）
5,000

環境局 東南環境事業センター 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
3,249

環境局 東南環境事業センター 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
1,996

環境局 東南環境事業センター 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
1,250

環境局 東南環境事業センター 平成27年01月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
12,876

環境局 東南環境事業センター 平成27年01月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
410

環境局 東南環境事業センター 平成27年01月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
600

環境局 東南環境事業センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 天然ガス使用料金（車両輸送用１月分）の支出について
1,225,083

環境局 東南環境事業センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１２月分）
732,384

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年01月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 データー印の購入経費の支出について（減量指導事務用）
19,051

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年01月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２６年度（第２～第４四半期）資源ごみ等処理業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（１１月分）
1,491,793

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年01月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２６年度（第２～第４四半期）資源ごみ等処理業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（１１月分）
21,600

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年01月19日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 特定建築物管理システム保守業務委託料の支出について（維持管理用）【12月分】
36,180

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年01月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通旅費の支出について（研修用等／１０～１２月分）
15,590

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 平成２６年度ごみ搬入票（3連A）ほか1点印刷業務契約の実施及び同経費の支出について（１２月分）
89,856

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成26年度　搬入票発行・作業対象名簿管理システム保守業務委託経費の支出について（許可業者管理用）（１２月分）
151,200

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度ごみ搬入票入力データ作成業務委託その４（概算契約）の実施及び同経費の支出について（１２月分）
9,651

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度ごみ搬入票入力データ作成業務委託その４（概算契約）の実施及び同経費の支出について（１２月分）
305,072

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 搬入票発行管理システム用機器一式長期借入経費の支出について（１２月分）
147,204

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年01月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 廃棄物管理責任者講習会案内送付用後納郵便料金の支出について（減量指導事務用）
212,144

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
56,419

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
48,482

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 作業対象名簿管理システム用プリンタ一式借入の実施及び同所要経費の支出について（平成２６年１２月分）
4,730

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　作業対象名簿管理用コンピュータ一式長期借入の実施及び同所要経費の支出について（平成２６年１２月分）
7,830
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環境局 一般廃棄物指導課 平成27年01月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 平成26年度廃棄物管理責任者講習会講師謝礼の支出について（減量指導事務用）
6,760

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年01月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 デジタルカメラほか３点の購入経費の支出について（減量指導事務用）
42,552

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月06日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 廃棄物減量等推進員事業用実地研修バス借入経費の支出について（平成２６年１２月分）
67,880

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 廃乾電池の搬送経費（9月13日～11月24日分）の支出について（拠点回収事業用）
396,824

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　損害保険料 市民見学会用傷害保険料の支出について（平成２７年１・２月実施分）
2,800

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 使用済み乾電池・蛍光灯管の処理及び再資源化用業務委託料（11月分）の支出について（拠点回収事業用）
630,752

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 西区リサイクル工作教室（平成26年12月13日西区子ども・子育てプラザ）講師謝礼金の支出について
12,120

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月08日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 廃棄物減量等推進事業用福島区廃棄物減量等推進員会場使用料の支出について（平成２６年１２月９日開催分）
14,800

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月08日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 北区廃棄物減量等推進員委嘱式（平成26年12月5日北区民センター）会場使用料の支出について
25,950

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 容プラ中継施設運営用ショベルローダー用バッテリーの購入費用の支出について
32,184

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 ホッチキス針ほか８点の購入について（一般事務用）
8,251

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　損害保険料 市民見学会用傷害保険料の支出について（平成２７年２月実施分）
1,110

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 地域住民との連携によるごみ減量事業用各区ガレージセール（10・11・12月実施）会場設営等（物品借入を含む）業務委託経費の支出について
745,200

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 資源ごみ中継地運営用超速硬化型コンクリート補修材の購入経費の支出について
291,600

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設運営用リーチローダー（平野３号）の修理費用の支出について
30,456

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支給について(平成26年11月分）
21,350

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 ごみ減量・３R啓発推進事業用住之江区リサイクル工作教室（平成26年12月23日住之江図書館）講師謝礼金の支出について
22,160

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 廃棄物減量等推進事業用西淀川区推進員委嘱式会場使用料の支出について（１２月１７日開催分）
14,800

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 資源集団回収団体支援用再生紙コピー用紙（環境局）買入にかかる経費の支出について
2,741,504

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用市営交通回数カード購入経費の支出について
90,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　建物修繕料 容プラ中継施設運営用脱臭装置制御盤換気ファン（西淀容プラ中継施設）取替修繕費用の支出について
62,640

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設運営用ショベルローダー（鶴見１号）の修理費用の支出について
48,427

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設運営用ショベルローダー（西淀１号）の修理費用の支出について
146,264

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設運営用ショベルローダー（平野２号）の修理費用の支出について
15,832

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地運営用平成２６年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ年間契約（その３）費用の支出について（１２月分）
8,640

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地及び容器包装プラスチック中継施設運営用平成２６年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ年間契約（その２）費用の支出について（１２月分）
53,460

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地及び容器包装プラスチック中継施設運営用平成２６年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ年間契約（その２）費用の支出について（１２月分）
5,940

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 工業用水道料（中継地運営管理用）の支出について（平成27年1月分）
9,659

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 下水道水道料（中継地運営管理用）の支出について（平成26年12月分）
9,643

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支給について(平成26年12月分）
19,430

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 特定家庭用機器廃棄物等の再商品化義務委託経費の支出について（１２月分）（廃家電再商品化事業用）
484,056

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支給について(平成26年12月分）
3,440

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 資源ごみ中継地運営用ショベルローダー（東北１号）の修理費用の支出について
5,443

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（舞洲中継施設）にかかる１２月分費用の支出について（資源化事業用）
1,160,652

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（東淀中継施設）にかかる１２月分費用の支出について（資源化事業用）
7,022,396

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（鶴見中継施設）にかかる１２月分費用の支出について（資源化事業用）
9,011,579

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（住之江中継施設）にかかる１２月分費用の支出について（資源化事業用）
8,230,348

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（東南方面中継地）にかかる１２月分費用の支出について（資源化事業用）
8,017,387

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（鶴見中継地）にかかる１２月分費用の支出について（資源化事業用）
5,139,043

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（平野中継施設）にかかる１２月分費用の支出について（資源化事業用）
11,645,026

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西南方面中継地）にかかる１２月分費用の支出について（資源化事業用）
5,651,293

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（東北方面中継地）にかかる１２月分費用の支出について（資源化事業用）
5,770,381

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西北方面中継地）にかかる１２月分費用の支出について（資源化事業用）
5,515,743

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（西淀中継施設）にかかる１２月分費用の支出について（資源化事業用）
8,099,488

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地及び容器包装プラスチック中継施設運営用平成２６年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ年間契約（その１）費用の支出について（１２月分）
24,300

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地及び容器包装プラスチック中継施設運営用平成２６年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ年間契約（その１）費用の支出について（１２月分）
8,100

環境局 施設管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 八尾工場　工業用水道使用料金にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用１２月分）
930,774

環境局 施設管理課 平成27年01月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 八尾工場の水道料金にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用　１１月分）
619,725
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環境局 施設管理課 平成27年01月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 八尾工場　下水道使用料金の支出について（焼却工場維持管理用　１２月分）
1,295,028

環境局 施設管理課 平成27年01月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（１１月分）
19,070

環境局 施設管理課 平成27年01月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用　書籍買入経費の支出について（新日本法規出版株式会社）
9,038

環境局 施設管理課 平成27年01月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 浄化槽法定検査（北港事務所）手数料の支出について（処分地管理用）
7,500

環境局 施設管理課 平成27年01月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
4,795

環境局 施設管理課 平成27年01月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
678

環境局 施設管理課 平成27年01月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 事務連絡用　市営交通回数カード購入経費の支出について
90,000

環境局 施設管理課 平成27年01月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１１月分）
450

環境局 施設管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用　書籍買入経費の支出について
5,832

環境局 施設管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 エンジンオイル（２００Ｌ）ほか７点購入経費の支出について（処分地管理用）
254,556

環境局 施設管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度　住之江総合会館空冷チリングユニット保守点検業務委託経費の支出について（施設維持管理用）
226,800

環境局 施設管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平野工場　工業用水道使用料金にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用　１２月分）
764,634

環境局 施設管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 平成２６年度ポリ硫酸第二鉄（北港事務所）下半期　概算買入経費の支出について（処分地管理用・１２月分）
377,847

環境局 施設管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 処分地管理用　北港事務所プロパンガス使用料の支出について（平成２６年度１２月分）
72,900

環境局 施設管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 処分地管理用　平成２６年度北港処分地南地区電気使用料の支出について（１２月分）
2,094,399

環境局 施設管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 西淀工場排出焼却残滓業務委託（概算契約）費用の支出について（平成２６年度・残滓陸送用）（１１月分）
3,098,950

環境局 施設管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 環境局北港事務所機械警備業務委託　長期継続経費の支出について（１２月分・処分地管理用）
18,360

環境局 施設管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 焼却残滓の大阪湾広域臨海環境整備センターへの搬入処分料金の支払いについて（平成２６年度１２月分・八尾工場）
10,318,536

環境局 施設管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 インナープレート(環境局）（その２）買入経費の支出について（施設維持管理用）
6,156,000

環境局 施設管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 焼却工場　工業用水道使用料金の支出について（焼却工場維持管理用　１月分）
2,930,597

環境局 施設管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成２６年度１２月分北港処分地北地区浸出水下水道放流分下水道使用料の支出について（処分地管理用）
246,418

環境局 施設管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 焼却工場　下水道使用料金の支出について（焼却工場維持管理用　１２月分）
12,944,110

環境局 施設管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送施設ローカルドラム及び輸送管内ごみ閉塞除去作業業務委託（概算契約）経費の支出について（１２月分）（施設維持管理用）
454,345

環境局 施設管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度　西淀川屋内プールエレベータ保守点検業務委託料の支出について（１０月～１２月分）施設維持管理用
184,680

環境局 施設管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送センター内警備業務委託経費の支出について（１２月分）（施設維持管理用）
464,400

環境局 施設管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成26年度東淀工場用地賃借料（その２）の支出について（焼却工場維持管理用　１０～１２月分　１／２分）
2,985,860

環境局 施設管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成26年度東淀工場用地賃借料（その２）の支出について（焼却工場維持管理用　１０～１２月分　１／２分）
2,985,859

環境局 施設管理課 平成27年01月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 工事請負費　新規工事費 北港処分地〔南地区〕ガス抜施設設置工事（その１８）工事前払金の支出について（処分地造成用）
3,470,000

環境局 施設管理課 平成27年01月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ３Ｍ塩化カリウム溶液買入経費の支出について（処分地管理用）
15,552

環境局 施設管理課 平成27年01月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度北港処分地廃棄物埋立処分業務委託経費の支出について（１２月分・処分地管理用）
12,671,416

環境局 施設管理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
4,876

環境局 施設管理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
2,600

環境局 施設管理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 事務連絡用　郵便切手の購入経費の支出について
6,640

環境局 施設管理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度此花総合センタービル内エレベータ保守点検業務委託料の支出について（１０月～１２月分）施設維持管理用
767,880

環境局 施設管理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
700

環境局 施設管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
5,201

環境局 施設管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
115,720

環境局 施設管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 東淀工場で使用する電気の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　１２月分）
3,713,137

環境局 施設管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平野工場ほか１箇所で使用する電気の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　１２月分）
8,931,300

環境局 施設管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 舞洲工場で使用する電気の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　１２月分）
14,986,692

環境局 施設管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 鶴見工場で使用する電気の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　１２月分）
3,994,240

環境局 施設管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 八尾工場で使用する電気の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　１２月分）
7,395,480

環境局 施設管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 西淀工場で使用する電気の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　１２月分）
4,757,937

環境局 施設管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塩化カルシウム（平野工場ほか２か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　12月分）
2,041,411

環境局 施設管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 硫酸（住之江工場ほか２か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　12月分）
315,500

環境局 施設管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塩酸（西淀工場ほか６か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　12月分）
395,133

環境局 施設管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 尿素（西淀工場ほか２か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　12月分）
2,549,209

環境局 施設管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（処分地管理用）第３四半期分
1,920
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環境局 施設管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（処分地管理用）第３四半期分
1,613

環境局 施設管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 消火器ほか２点買入経費の支出について（施設維持管理用）
67,452

環境局 施設管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塩化第二鉄液（西淀工場ほか６か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　12月分）
1,267,793

環境局 施設管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 アンモニア水（西淀工場ほか４か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　12月分）
5,273,829

環境局 施設管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 硫酸ばんど（平野工場ほか４か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　12月分）
1,152,144

環境局 施設管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 北港事務所　第３四半期分　軽油買入経費の支出について（処分地管理用・平成２６年度１２月分））
732,384

環境局 施設管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 北港事務所　揮発油第３四半期分　買入経費の支出について（処分地管理用・１２月分）
59,011

環境局 施設管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 北港事務所　油圧ショベルほか１件修繕経費の支出について（処分地管理用）
3,703,353

環境局 建設企画課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
9,975

環境局 建設企画課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用　モノクロデジタル複合機使用料の支出について（第３四半期分）
106,049

環境局 建設企画課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
3,280

環境局 建設企画課 平成27年01月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 旅費　普通旅費 事務連絡用　市内出張交通費の支出について（平成26年12月分）
20,670

環境局 建設企画課 平成27年01月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 委託料　委託料 もと港工場煙突除染解体撤去工事監理業務委託（第３回中間出来高）経費の支出について（焼却工場解体用）
5,500,000

環境局 西淀工場 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 消石灰（西淀工場）下半期　概算買入の購入経費の支出について（施設維持管理用・１１月分）
1,972,494

環境局 西淀工場 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（西淀工場）下半期　概算買入の購入経費の支出について（施設維持管理用・１１月分）
2,247,523

環境局 西淀工場 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 清缶剤下半期（西淀工場）概算買入　購入経費の支出について（施設維持管理用・第２回分）
375,840

環境局 西淀工場 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（西淀工場）下半期　概算買入の購入経費の支出について（施設維持管理用・１１月分）
642,934

環境局 西淀工場 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 特殊反応助剤（西淀工場）下半期　概算買入の購入経費の支出について（施設維持管理用・１１月分）
1,573,473

環境局 西淀工場 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　機械器具費 薬用保冷庫　購入経費の支出について（施設維持管理用）
181,440

環境局 西淀工場 平成27年01月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ドレントラップほか１５点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
280,843

環境局 西淀工場 平成27年01月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ゴム印の作成に係る経費の支出について（一般事務用）
69

環境局 西淀工場 平成27年01月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（11月分）
4,978

環境局 西淀工場 平成27年01月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 酸素ガスほか２点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
49,248

環境局 西淀工場 平成27年01月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ケーブルほか４点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
27,842

環境局 西淀工場 平成27年01月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（11月分）
6,107

環境局 西淀工場 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 アンカーボルトほか４点　購入経費の支出について（施設維持管理用）
319,572

環境局 西淀工場 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度　西淀工場エレベータ保守業務委託料の支出について（焼却工場維持管理用）（１０月～１２月分）
386,208

環境局 西淀工場 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 環境局西淀工場　作業服洗濯代の支払いについて（廃棄物処理事業用　１２月分）
11,356

環境局 西淀工場 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（12月分）の支出について（事務連絡用）
13,980

環境局 西淀工場 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 排水用重金属処理剤（その２）（西淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
133,920

環境局 西淀工場 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（西淀工場）下半期　概算買入　購入経費の支出について（施設維持管理用・１２月分）
322,741

環境局 西淀工場 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 特殊反応助剤（西淀工場）下半期　概算買入　購入経費の支出について（施設維持管理用・１２月分）
2,328,004

環境局 西淀工場 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（西淀工場）下半期　概算買入　購入経費の支出について（施設維持管理用・１２月分）
1,199,772

環境局 西淀工場 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 消石灰（西淀工場）下半期　概算買入　購入経費の支出について（施設維持管理用・１２月分）
1,600,217

環境局 西淀工場 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
8,441

環境局 西淀工場 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ガスコンロの購入経費の支出について（庁舎管理用）
20,520

環境局 平野工場 平成27年01月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
37,180

環境局 平野工場 平成27年01月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 再利用水ポンプ用部品購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
84,267

環境局 平野工場 平成27年01月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 鋼製グレーチング購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
63,180

環境局 平野工場 平成27年01月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 グランドパッキン購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
115,300

環境局 平野工場 平成27年01月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 構内ＰＨＳ購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
388,800

環境局 平野工場 平成27年01月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 スプロケット購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
133,380

環境局 平野工場 平成27年01月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 平野工場ゴンドラ性能検査手数料の支出について（焼却工場維持管理用）
43,008

環境局 平野工場 平成27年01月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 工場維持管理用　ガス溶接技能講習受講に伴う出張旅費の支出について（平成２６年１２月分）
2,120

環境局 平野工場 平成27年01月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 草刈機替刃（平野工場）購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
21,816

環境局 平野工場 平成27年01月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 電磁接触器ほか１点購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
175,716

環境局 平野工場 平成27年01月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 隔膜式圧力計購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
198,720

環境局 平野工場 平成27年01月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 リリーフ弁購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
83,084
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環境局 平野工場 平成27年01月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 危険物取扱者保安講習の受講にかかる経費の支出について（安全衛生用）
9,400

環境局 平野工場 平成27年01月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 フタル酸水素カリウムほか２点購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
237,600

環境局 平野工場 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（平野工場）下半期概算買入購入経費の支出について（飛灰処理用・１２月分）
1,570,968

環境局 平野工場 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（平野工場）下半期概算買入購入経費の支出について（排ガス処理用・１２月分）
5,006,149

環境局 平野工場 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 次亜塩素酸ソーダ（平野工場）下半期概算買入購入経費の支出について（排水処理用・１２月分）
107,692

環境局 平野工場 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ごみクレーンバケット爪先補強板ほか１点購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
122,040

環境局 平野工場 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 空気圧縮機用部品（平野工場）購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
1,127,520

環境局 平野工場 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 清缶剤（その２）購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
150,660

環境局 平野工場 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 活性炭（平野工場）下半期概算買入購入経費の支出について（排ガス処理用・１２月分）
256,154

環境局 平野工場 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度平野工場ダイオキシン類等測定業務委託経費の支出について（焼却工場維持管理用）
216,000

環境局 平野工場 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度　平野工場エレベータ保守業務委託（１０～１２月分）経費の支出について（焼却工場維持管理用）
894,240

環境局 平野工場 平成27年01月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 平野工場ゴンドラ設備保守点検業務委託経費の支出について（焼却工場維持管理用）
187,920

環境局 平野工場 平成27年01月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 渦巻ポンプ購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
246,240

環境局 平野工場 平成27年01月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
3,715

環境局 平野工場 平成27年01月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 事務端末印刷用リサイクルトナー購入経費の支出について（一般事務用）
11,664

環境局 平野工場 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 セイフティブロック（平野工場）購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
64,735

環境局 平野工場 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料経費の支出について（一般事務用）第３四半期分
4,702

環境局 平野工場 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 平成２６年度　作業用洗濯業務委託経費の支出について（廃棄物処理事業用・１２月分）
33,193

環境局 住之江工場 平成27年01月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（平成26年11月分）
1,300

環境局 住之江工場 平成27年01月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（平成26年11月分）
15,690

環境局 住之江工場 平成27年01月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 シャフトほか５点買入経費の支出について（施設維持管理用）
231,444

環境局 住之江工場 平成27年01月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 湯沸かし器買入経費の支出について（施設維持管理用）
22,356

環境局 住之江工場 平成27年01月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 送風機ほか1点の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
342,252

環境局 住之江工場 平成27年01月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用・11月分）
2,203,200

環境局 住之江工場 平成27年01月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 サクションフィルタほか５点の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
63,093

環境局 住之江工場 平成27年01月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 危険物取扱者養成講習受講経費の支出について（安全衛生用）
4,240

環境局 住之江工場 平成27年01月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 危険物取扱者試験受験経費の支出について（安全衛生用）
3,530

環境局 住之江工場 平成27年01月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 危険物取扱者養成講習受講経費の支出について（安全衛生用）
12,200

環境局 住之江工場 平成27年01月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 危険物取扱者保安講習受講経費の支出について（安全衛生用）
18,800

環境局 住之江工場 平成27年01月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 伸縮継手の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
257,040

環境局 住之江工場 平成27年01月22日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 住之江工場自家用電気工作物点検業務委託（その２）経費の支出について（施設整備用）
999,000

環境局 住之江工場 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 活性炭（住之江工場）下半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・10月分）
241,358

環境局 住之江工場 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（平成26年12月分）
2,120

環境局 住之江工場 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
3,086

環境局 住之江工場 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ｐＨ標準液用粉末１ほか４点の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
108,540

環境局 住之江工場 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成26年度住之江工場エレベータ保守業務委託経費の支出について(第3四半期分・焼却工場維持管理用)
346,680

環境局 住之江工場 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 フィルタレギュレータほか３点の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
65,340

環境局 住之江工場 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 住之江工場作業服洗濯業務委託の支出について（廃棄物処理事業）(26年12月分)
6,971

環境局 鶴見工場 平成27年01月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 鶴見工場汚水槽清掃業務委託経費の支出について（焼却工場維持管理用）
108,000

環境局 鶴見工場 平成27年01月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油（第３四半期）買入経費の支出について（１１月分）
550,800

環境局 鶴見工場 平成27年01月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（11月分）
2,916

環境局 鶴見工場 平成27年01月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 洗浄用高圧ホースほか２点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
56,592

環境局 鶴見工場 平成27年01月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（11月分）
1,000

環境局 鶴見工場 平成27年01月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ごみ袋ほか4点の買入経費の支出について（庁舎管理用）
42,120

環境局 鶴見工場 平成27年01月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 はさみほか8点の買入経費の支出について（一般事務用）
10,152

環境局 鶴見工場 平成27年01月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 蛍光灯買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
65,340

環境局 鶴見工場 平成27年01月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 逆止玉形弁Ａほか５点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
1,575,720

環境局 鶴見工場 平成27年01月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 危険物取扱者免状書換え手数料費用の支出について(安全衛生用）
4,800
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環境局 鶴見工場 平成27年01月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 危険物取扱者保安講習受講費用の支出について(安全衛生用）
23,500

環境局 鶴見工場 平成27年01月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 熱電対Ａほか1点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
213,840

環境局 鶴見工場 平成27年01月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（カード）の買入経費の支出について（12月　事務用車用）
10,838

環境局 鶴見工場 平成27年01月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成26年度鶴見工場エレベータ保守業務委託経費の支出について（工場内設備安全管理用１０月～１２月）
382,320

環境局 鶴見工場 平成27年01月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 近畿ボイラー・タービン主任技術者会の参加に係る出張旅費の支出について（工場職員研修用）
820

環境局 鶴見工場 平成27年01月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ケーブレスコントローラーほか1点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
358,020

環境局 鶴見工場 平成27年01月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ＬＥＤ１ほか５点（鶴見工場）買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
1,424,520

環境局 鶴見工場 平成27年01月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯業務委託経費の支出について（平成26年12月分職員安全衛生用）
29,332

環境局 鶴見工場 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
2,555

環境局 鶴見工場 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 電話通話料金の支出について（平成27年1月請求分・一般事務用）
18

環境局 鶴見工場 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　庁用器具費 空調機買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
126,900

環境局 鶴見工場 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 空気操作式三方ボール弁買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
84,780

環境局 鶴見工場 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
3,390

環境局 鶴見工場 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 レベル計買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
99,144

環境局 鶴見工場 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
19,300

環境局 鶴見工場 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 グローブバルブＡほか12点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
205,351

環境局 鶴見工場 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 電磁流量計（鶴見工場）買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
918,000

環境局 八尾工場 平成27年01月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油　第３四半期購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１１月分）
918,000

環境局 八尾工場 平成27年01月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 エンドミル＃１ほか２９点の買入にかかる購入経費の支出について（施設維持管理用）
301,179

環境局 八尾工場 平成27年01月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 グランドパッキン＃１ほか１１点の買入にかかる購入経費の支出について（施設維持管理用）
412,689

環境局 八尾工場 平成27年01月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 八尾工場公用車の車検経費の支出について（工場管理運営用）
53,352

環境局 八尾工場 平成27年01月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 八尾工場公用車の車検経費の支出について（工場管理運営用）
7,800

環境局 八尾工場 平成27年01月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 プリンタ用ドラムカートリッジほか２点の買入経費の支出について　（一般事務用）
28,512

環境局 八尾工場 平成27年01月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 洗濯用合成洗剤の買入経費の支出について　（庁舎管理用）
26,784

環境局 八尾工場 平成27年01月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 保缶剤（八尾工場）の購入経費の支出について（施設維持管理用）
648,000

環境局 八尾工場 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
1,522

環境局 八尾工場 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
2,340

環境局 八尾工場 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤(八尾工場）概算買入経費の支出について(施設維持管理用・１２月分）
601,981

環境局 八尾工場 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ(八尾工場）概算買入経費の支出について(施設維持管理用：１２月分）
642,660

環境局 八尾工場 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成26年度八尾工場エレベータ保守業務委託の実施経費の支出について（工場維持管理用・１０～１２月分）
388,800

環境局 八尾工場 平成27年01月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 平成２６年度八尾工場　自家用電気工作物点検業務委託経費の支出について（焼却工場維持管理用）
478,440

環境局 八尾工場 平成27年01月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 平成26年度　八尾工場における作業服洗濯業務委託の実施経費の支出について　12月分　（廃棄物処理事業用）
28,620

環境局 八尾工場 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 高反応消石灰(八尾工場）概算買入経費の支出について(施設維持管理用：１２月分）
2,297,220

環境局 八尾工場 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 特殊反応助剤(八尾工場）概算買入経費の支出について(施設維持管理用：１２月分）
801,025

環境局 八尾工場 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 事務連絡等用揮発油（給油カード）買入経費の支出について（11月分）
3,180

環境局 八尾工場 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油　第３四半期購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１２月分）
1,468,800

環境局 舞洲工場 平成27年01月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 会議用ほか市内出張交通費の支給について（平成２６年１１月分）
8,700

環境局 舞洲工場 平成27年01月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯業務委託（11月分）の経費の支出について（職員衛生用）
12,594

環境局 舞洲工場 平成27年01月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 舞洲工場公用車車検用登録印紙及び重量税印紙の購入経費の支出について（車検登録用）
1,100

環境局 舞洲工場 平成27年01月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 危険物取扱者保安講習受講料について（安全衛生用）
23,500

環境局 舞洲工場 平成27年01月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 舞洲工場公用車車検用登録印紙及び重量税印紙の購入経費の支出について（車検登録用）
6,600

環境局 舞洲工場 平成27年01月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 マイカガスケットの購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
320,760

環境局 舞洲工場 平成27年01月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ダイヤフラムポンプほか４点の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
246,747

環境局 舞洲工場 平成27年01月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 プログラマブルデジタル調節計の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
626,400

環境局 舞洲工場 平成27年01月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油分　買入（公用車用）の支出について（平成２６年１１月分）
7,407

環境局 舞洲工場 平成27年01月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ＨＥＰＡフィルターほか２点の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
191,462

環境局 舞洲工場 平成27年01月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 会議用ほか市内出張交通費の支給について（平成２６年１２月分）
8,360

環境局 舞洲工場 平成27年01月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 プリンタートナーほか１点の購入にかかる経費の支出について（一般事務用）
64,260
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環境局 舞洲工場 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 電磁弁の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
246,240

環境局 舞洲工場 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 試験管ほか７点購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
146,016

環境局 舞洲工場 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ケーシングほか７点購入経費の支出について（施設維持管理用）
298,080

環境局 舞洲工場 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 防毒マスクほか３点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
114,480

環境局 舞洲工場 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 防毒マスクほか３点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
129,816

環境局 舞洲工場 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 空気式固着物はくり機ほか３点購入経費の支出について（破砕施設維持管理用）
320,760

環境局 舞洲工場 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ＡＣアダプターほか４点購入経費の支出について（施設維持管理用）
93,636

環境局 舞洲工場 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ＡＣアダプターほか４点購入経費の支出について（施設維持管理用）
74,498

環境局 舞洲工場 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　庁用器具費 ＩＨクッキングヒーター購入経費の支出について（施設維持管理用）
59,400

環境局 舞洲工場 平成27年01月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 標準ガス購入経費の支出について（焼却施設維持管理用）
233,064

環境局 舞洲工場 平成27年01月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 アナログ入力モジュール　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
326,160

環境局 舞洲工場 平成27年01月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 ボイラー用水管（舞洲工場）の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
1,036,800

環境局 舞洲工場 平成27年01月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 固定火格子支持梁ほか３９点購入経費の支出について（施設維持管理用）
14,850,000

環境局 舞洲工場 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 酸素ほか2点の購入経費の支出について（破砕設備維持管理用）
39,528

環境局 舞洲工場 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
10,644

環境局 舞洲工場 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習受講市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
1,320

環境局 舞洲工場 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 特殊反応助剤の概算買入の支出について（施設維持管理用・12月分）
1,988,917

環境局 舞洲工場 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 耐摩耗性スラッジレス油圧作動油ほか１点　購入経費の支出について（設備維持管理用）
129,600

環境局 舞洲工場 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤の概算買入の支出について（施設維持管理用・12月分）
1,177,848

環境局 舞洲工場 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 耐摩耗性スラッジレス油圧作動油ほか１点　購入経費の支出について（設備維持管理用）
194,400

環境局 舞洲工場 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダの概算買入の支出について（施設維持管理用・１２月分）
3,833,740

環境局 舞洲工場 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 空気調和機（灰クレーン電気室ほか１カ所）修繕経費の支出について（焼却設備維持管理用）
235,440

環境局 舞洲工場 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 舞洲工場エレベータ保守業務委託契約にかかる経費の支出について（エレベータ保守用）（平成２６年１０月～平成２６年１２月分）
1,056,240

環境局 東淀工場 平成27年01月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 スケール防止剤（東淀工場）下半期買入経費の支出について（施設維持管理用）
434,160

環境局 東淀工場 平成27年01月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 東淀工場焼却設備整備工事経費の支出について（焼却工場施設整備用）
140,292,000

環境局 東淀工場 平成27年01月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 パックテスト＃１ほか７点（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
57,024

環境局 東淀工場 平成27年01月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 竹ほうきほか１点（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
134,568

環境局 東淀工場 平成27年01月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ランプ（その１）ほか６点（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
550,432

環境局 東淀工場 平成27年01月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 危険物取扱者保安講習受講料の支出について（安全衛生用）
9,400

環境局 東淀工場 平成27年01月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ガス分析計用部品（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
199,800

環境局 東淀工場 平成27年01月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 電磁開閉器ほか１０点（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
183,578

環境局 東淀工場 平成27年01月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（１１月分）
20,380

環境局 東淀工場 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（東淀工場）下半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・12月分）
1,817,942

環境局 東淀工場 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（東淀工場）下半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・12月分）
1,206,964

環境局 東淀工場 平成27年01月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 東淀工場作業服洗濯業務委託にかかる代金の支出について（１２月分）職員衛生用
23,760

環境局 東淀工場 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 特殊反応助剤（東淀工場）下半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・12月分）
887,187

環境局 東淀工場 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 焼却工場維持管理用　東淀工場エレベータ保守業務委託料の支出について（１０～１２月分）
723,330

環境局 総務課 平成27年01月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 補償、補填及賠償金　賠償金 作業事故（２４－作９・平成２４年８月１６日発生）の損害賠償額の決定及び同経費の支出について（渉外事故関係業務用）
12,348

環境局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 委託料　委託料 環境局あべのルシアス庁舎　電話機増設等業務委託について（庁舎管理用）（平成26年11月実施分）
178,200

環境局 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 阿倍野合同庁舎水道料金（平成２６年１２月分庁舎管理用）の支出について
1,620

環境局 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　損害保険料 自賠責保険料（２６－２１）の支出について（渉外事故関係業務用）
1,382,830

環境局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度契約分　庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用12月分）
7,350

環境局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 庁舎管理用マグネットシートほか１点の購入について
19,915

環境局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 市営交通回数カード（事務連絡用）購入経費の支出について
90,000

環境局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 委託料　委託料 環境局文書逓送業務委託経費の支出について（文書逓送用12月分）
413,763

環境局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度契約分　庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用12月分）
224,828

環境局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度契約分　庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用12月分）
1,525,734

環境局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度契約分　庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用12月分）
437,529
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環境局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用プリンタ等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用12月分）
124,200

環境局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 庁内パソコンに係るインターネット回線使用料の支出について（一般事務用　１２月分）
134,802

環境局 総務課 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（モノクロ）ほか１０点の購入経費の支出について（一般事務用）
124,977

環境局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 平成２６年度環境局阿倍野庁舎電気・水道料金（庁舎管理用）の支出について（平成２６年１２月分）
726,967

環境局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　損害保険料 自賠責保険料（２６－２２）の支出について（渉外事故関係業務用）
373,590

環境局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
8,280

環境局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 委託料　委託料 環境局あべのルシアス庁舎事務室等清掃業務委託の実施及び同経費の支出について（平成２６年１２月分）
64,908

環境局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 委託料　委託料 環境局あべのルシアス庁舎　電話機移設等業務委託について（庁舎管理用）（平成27年1月実施分）
21,600

環境局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 委託料　委託料 平成26年度　環境局産業廃棄物搬出処理業務委託（概算契約）（庁舎管理用）の支出について（第３四半期分）
193,129

環境局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局防災行政無線設置場所の賃借料（庁舎管理用）の支出について（平成27年2月分）
97,100

環境局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局阿倍野庁舎事務室等賃借料（庁舎管理用）の支出について（平成２７年２月分）
20,642,148

環境局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス地下駐車場の賃貸料（庁舎管理用）の支出について（平成27年2月分）
54,000

環境局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス地下駐車場の賃貸料（庁舎管理用）の支出について（平成27年2月分）
178,200

環境局 企画課 平成27年01月09日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 報償費　報償金 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合指定金融機関選定会議における委員報酬の支出について（一部事務組合設立準備用）
98,830

環境局 企画課 平成27年01月19日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 一般事務用市内等出張交通費の支出について（平成26年12月分）
3,690

環境局 企画課 平成27年01月27日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
496

環境局 企画課 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
157,418

環境局 企画課 平成27年01月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 金融機関・店舗情報提供料の支出について（大阪市・八尾市・松原市環境施設組合設立準備用）
58,420

環境局 企画課 平成27年01月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 一部事務組合情報ネットワークシステム維持業務の経費の支出について（１２月分）
601,560

環境局 企画課 平成27年01月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 一部事務組合情報ネットワークシステムサービス利用業務委託の経費の支出について（１２月分）
3,240

環境局 企画課 平成27年01月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 財務会計システム及び人事給与システム維持管理業務の経費の支出について（10月～12月分）
3,392,280

環境局 企画課 平成27年01月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 一部事務組合情報ネットワークシステムサービス利用業務委託の経費の支出について（11月分）
4,752

環境局 企画課 平成27年01月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 一部事務組合情報ネットワークシステム維持業務の経費の支出について（１１月分）
601,560

環境局 職員課 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　印刷製本費 安全啓発ポスターの印刷経費の支出について（安全衛生用）
22,356

環境局 職員課 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　被服費 防寒ズボンの購入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
99,576

環境局 職員課 平成27年01月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　被服費 作業服１類合冬用ズボン(サイドポケット無)(環境局)の購入経費の支出について(廃棄物処理事業用)
3,266,730

環境局 職員課 平成27年01月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 第一種衛生管理者免許試験試験手数料の支出について（安全衛生用）
130

環境局 職員課 平成27年01月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 第一種衛生管理者免許試験試験手数料の支出について（安全衛生用）
6,800

環境局 職員課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 合羽Cの購入及び所要経費の支出について（廃棄物処理事業用）
82,252

環境局 職員課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　被服費 女子作業服合冬用上衣（ブルゾン型）ほか１点の支出について（廃棄物処理事業用）
1,258,740

環境局 職員課 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 市営交通回数カード購入経費の支出について(一般事務用)
90,000

環境局 職員課 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 「チームワーク強化研修業務委託公募型プロポーザル選定会議」委員への概要説明にかかる管外出張旅費の支出について（一般事務用）
7,760

環境局 職員課 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について(平成26年11月分・一般事務用)
13,170

環境局 職員課 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 「チームワーク強化研修業務委託公募型プロポーザル選定会議」委員への概要説明にかかる管外出張旅費の支出について（一般事務用）
4,920

環境局 職員課 平成27年01月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動うがい器の買入経費の支出について（安全衛生用）
10,800

環境局 職員課 平成27年01月29日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(平成26年12月分)
7,010

環境局 環境施策課 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 平成26年度もと大阪市立環境学習センターの電話回線に係る経費の支出について（12月請求分）
5,536

環境局 環境施策課 平成27年01月13日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 地球環境保全推進用　平成26年度UNEP国際環境技術センター警備業務委託経費の支出について（9月分）
645,732

環境局 環境施策課 平成27年01月20日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　特別旅費
海外事業展開用　「大学教育カリキュラムワークショップ－総合的廃棄物管理のためのトレーニングセッション」への講師派遣（海外出張）にかかる出張旅費の支出につい
て 138,209

環境局 環境施策課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用管外出張旅費の支出について
29,160

環境局 環境施策課 平成27年01月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用管外出張旅費の支出について
29,160

環境局 環境施策課 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
8,812

環境局 環境施策課 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
432

環境局 環境施策課 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
360

環境局 環境施策課 平成27年01月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
12,147

環境局 環境施策課 平成27年01月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 報償費　報償金 平成２６年度「おおさか環境科」の編集にかかる報償金の支出について
39,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 報償費　報償金 大阪市生きた建築ミュージアム推進有識者会議（専門会議）にかかる報償金の支出について（平成26年12月９日開催）
32,010

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等にかかる補助申請確認等業務委託（長期継続）に係る郵便料の支出について（平成２６年１１月分）
1,367,714
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都市整備局 住宅政策課 平成27年01月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-113）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月09日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅管理事業用　住まい情報センター等建物管理費（分担金）の支出について（平成27年1月分）
6,377,259

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　印刷製本費 大阪市エコ住宅普及促進事業ポスターの作成の支出について
24,300

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-155）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金について（H26-1-142）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-68）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-157）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-88）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-135）
103,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 住宅管理事業用　住宅情報提供システム用情報処理機器（その2）長期借上に係る使用料の支出について（平成26年12月分）
269,179

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度大阪市新婚世帯向け家賃補助金（第２回目）の支出について（その１）
662,039,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-110）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度大阪市新婚世帯向け家賃補助金（第２回目）の支出について（その２）
78,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-107）
360,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度大阪市新婚世帯向け家賃補助金（第２回目）の支出について（その３）
60,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-106）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-184）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-136）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 大阪市ハウジングデザイン賞レインボーカード買入経費の支出について
62,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（１２月分）
760

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅管理事業用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（平成26年12月分住宅政策グループ）
7,212

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（１２月分）
24,056

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 住宅管理事業用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（平成26年12月分住宅政策グループ）
3,252

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 民間住宅助成用コピー代金（１２月分）の支出について
33,353

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用　市内出張旅費（12月分）の支出について
5,100

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張旅費（１２月分）の支出について
806

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅管理事業用大阪市インターネット基盤における公開系システム向け通信サービス提供に係る通信運搬費の支出について（平成26年12月分）
25,056

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張旅費（１２月分）の支出について
1,840

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張旅費（１２月分）の支出について
8,628

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 平成26年度　大阪市耐震補助利用者に対するアンケートの返送に係る後納料金の支出について（12月分)
2,144

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-114）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-99）
1,105,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-125）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-148）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-229）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度　マンション耐震化緊急支援事業　補助金の支出について（H26-1-902）
4,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 府営住宅の移管等に係る協議に伴う出張旅費の支出について（平成27年1月15日出張分）
29,240

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用　府営住宅の移管等に係る協議に伴う管外出張旅費の支出について（平成27年1月15日出張分）
29,600

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 住宅管理事業用　平成26年度大阪市立住まい情報センター管理運営業務年度協定に基づく業務代行料の支出について（第4四半期分）
50,459,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 マンション購入資金融資制度等にかかる電算処理業務委託料の支出について（12月分）
18,595

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等事務用封筒「送付用封筒（大）（更新・請求用）」ほか６点買入の支出について（第２回納品分）
59,832

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　印刷製本費 新婚・子育て利子補給パンフレットの印刷費の支出について
59,400

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等にかかる補助申請確認等業務委託（長期継続）に係る郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
26,465

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 新婚世帯向け家賃補助制度にかかるデータ入力業務委託（単価契約）の支出について（１２月分）
333,711

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度等にかかる電算処理業務委託料の支出について（１２月分）
601,254

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 新婚世帯向け家賃補助制度にかかる電算処理業務委託委託料の支出について（１２月分）
4,872,484

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 マンション購入資金融資制度等にかかる電算処理業務委託料の支出について（12月分）
124,461

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等にかかる補助申請確認等業務委託（長期継続）の支出について（１２月分）
6,480,000
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都市整備局 住宅政策課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-210）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-112）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金について（H26-2-206）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-197）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-202）
145,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年01月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（２６－１０）
531,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年01月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 狭あい道路拡幅促進整備補助金（H26006）の支出について
350,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年01月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度補助金の支出について（除却・実施設計）（２６－６）
6,102,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年01月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 報償費　報償金 民間老朽住宅建替支援事業専門家相談費の支出について（１２月１１日実施分）
32,760

都市整備局 住環境整備課 平成27年01月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 HOPEゾーン事業用まちなみ修景補助制度補助金の支出について
1,000,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年01月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅４号館共益電気料金の支出について（１２月分）
12,480

都市整備局 住環境整備課 平成27年01月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅３号館共益電気料金の支出について（１２月分）
16,659

都市整備局 住環境整備課 平成27年01月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託（その３）経費の支出について（１１月分）
2,153,837

都市整備局 住環境整備課 平成27年01月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託（その３）経費の支出について（１１月分）
2,792,563

都市整備局 住環境整備課 平成27年01月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 報償費　報償金 民間老朽住宅建替支援事業専門家相談費の支出について（１２月２５日実施分）
21,780

都市整備局 住環境整備課 平成27年01月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る長橋第６住宅共益電気料金の支出について（１２月分）
24,853

都市整備局 住環境整備課 平成27年01月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る長橋通住宅共益電気料金の支出について（１２月分）
15,007

都市整備局 住環境整備課 平成27年01月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（２６－２１）
287,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年01月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度補助金の支出について（工事監理・共同施設整備）（２６－３）
904,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（12月分）
14,285

都市整備局 住環境整備課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用コピー代金の支出について（12月分）
14,401

都市整備局 住環境整備課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（２６－２３）
2,036,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 狭あい道路拡幅促進整備補助金（変H26011）の支出について
180,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（12月分）
15,225

都市整備局 住環境整備課 平成27年01月30日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（12月分）
880

都市整備局 区画整理課 平成27年01月09日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費等の支出について(10月追加分・11月分)
1,510

都市整備局 区画整理課 平成27年01月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費等の支出について(10月追加分・11月分)
4,368

都市整備局 区画整理課 平成27年01月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 不動産鑑定料の支出について（浪速区元町３丁目６番９）
227,880

都市整備局 区画整理課 平成27年01月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 長吉東部地区街灯電気料金の支出について（１２月分）
78,563

都市整備局 区画整理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（１２月分）
360

都市整備局 区画整理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（１２月分）
23,119

都市整備局 区画整理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用コピー代の支出について（本庁１２月分）
48,549

都市整備局 区画整理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　燃料費 区画整理事業用ガソリンカード使用料の支出について（１１月分）
64,401

都市整備局 区画整理課 平成27年01月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用市内出張交通費の支出について（１２月分）
9,442

都市整備局 区画整理課 平成27年01月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用軽自動車（トラック）外２件の長期借入代金の支出について（１２月分）
83,700

都市整備局 区画整理課 平成27年01月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用軽自動車（トラック）の借入代金の支出について（１２月分）
22,680

都市整備局 区画整理課 平成27年01月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内及び近距離管外出張交通費の支出について（１２月分）
4,890

都市整備局 区画整理課 平成27年01月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内及び近距離管外出張交通費の支出について（１２月分）
48,321

都市整備局 区画整理課 平成27年01月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用コピー代の支出について（事務所１０月～１２月分）
46,722

都市整備局 区画整理課 平成27年01月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用平成21年度測量計算CADシステム借入に係る使用料の支出について(第3四半期分)
703,890

都市整備局 区画整理課 平成27年01月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用補償金算定システム用パソコン借入　長期継続に伴う経費の支出について（12月分）
50,641

都市整備局 区画整理課 平成27年01月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車ETC利用高速道路通行料にかかる使用料の支出について(11月分)
13,310

都市整備局 区画整理課 平成27年01月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用平成22年度測量計算CADシステム借入にかかる使用料の支出について(第3四半期分)
371,757

都市整備局 区画整理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（１２月分）
988

都市整備局 区画整理課 平成27年01月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（１２月分）
17,680

都市整備局 区画整理課 平成27年01月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用平成22年度普通自動車(バン)借入に係る船車賃借料の支出について(長期契約 平成26年度12月分)
86,940

都市整備局 区画整理課 平成27年01月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 港区第１９２号線外１舗装補修工事にかかる工事費（完成払）の支出について
3,672,840

都市整備局 区画整理課 平成27年01月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成２６年度放出駅前自由通路清掃業務委託の支出について（１２月分）
172,479
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都市整備局 区画整理課 平成27年01月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車高速道路通行料の支出について
1,860

都市整備局 生野南部事務所 平成27年01月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 生野区南部地区整備事業用市内出張交通費の支出について(１２月分)
2,487

都市整備局 生野南部事務所 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 生野区南部地区整備事業用市内出張交通費の支出について(１２月分)
12,733

都市整備局 生野南部事務所 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 生野区南部地区整備事業用複写機消耗品代金の支出について（１０～１２月分）
11,972

都市整備局 生野南部事務所 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 生野区南部地区整備事業用市営生野東住宅２･11･12号館共用電気料金の大阪市負担分の支出について（１月分）
92,883

都市整備局 生野南部事務所 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 生野区南部地区整備事業用市営勝山南住宅共用電気料金の大阪市負担分の支出について（１月分）
33,626

都市整備局 生野南部事務所 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 生野区南部地区整備事業（C-2地区)生野東住宅第2期建設工事監理業務委託(第3回中間金）の支払いについて
2,033,000

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 平成26年度淡路土地区画整理事務所にかかる水道代の支出について（12月分）
22,886

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（１２月分）
2,132

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（１２月分）
6,498

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区管理地の防犯灯における電気使用料の支出について（１２月分）
385

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区管理地の防犯灯における電気使用料の支出について（１２月分）
25,291

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区従前居住者用住宅における電気使用料の支出について（１２月分）
38,374

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 区画整理事業用淡路駅周辺地区内一円防塵舗装工事（２６－１）に伴う工事請負費の支出について（工事前払金）
10,130,000

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建築物等移転補償金の支出について（完了払）
581,600

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第3四半期分）
272,150

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における土地区画整理法第１０１条の規定に基づく損失補償金の支出について（11月12日～12月31日分）
1,130,000

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第3四半期分）
499,050

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第3四半期分）
1,435,625

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償の支出について（第3四半期分）
634,800

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（10月1日～12月31日分）
621,200

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第3四半期分）
1,189,600

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第3四半期分）
1,935,525

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（10月1日～12月31日分）
115,800

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第3四半期分）
659,700

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第3四半期分）
282,850

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第3四半期分）
1,040,275

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第3四半期分）
5,814,150

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第2回中間払い）
475,200

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第3四半期分）
654,500

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（9月2日～12月31日分）
212,257

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第3四半期分）
3,400,550

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第3四半期分）
2,017,850

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第3四半期分）
411,425

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における土地区画整理法第１０１条の規定に基づく損失補償金の支出について（第3四半期分）
93,750

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第3四半期分）
498,850

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第3四半期分）
1,737,644

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における土地区画整理法第１０１条の規定に基づく損失補償金の支出について（第3回中間払い）
2,012,425

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第3四半期分）
913,500

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第3四半期分）
385,700

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第3四半期分）
405,106

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における土地区画整理法第１０１条の規定に基づく損失補償金の支出について（第3四半期分）
5,048,175

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第1四半期分）
378,125

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第3四半期分）
2,575,175

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第3四半期分）
374,700

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第3四半期分）
37,250

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第3四半期分）
424,275

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第3四半期分）
257,125
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都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償の支出について（第3四半期分）
642,850

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第3四半期分）
1,382,400

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第3回中間払い）
233,750

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第3四半期分）
2,129,250

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（１２月分）
2,548

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰戻金の支出について（１２月分）
19,200

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰戻金の支出について（１２月分）
4,100

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（１２月分）
1,654

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 淡路駅周辺地区土地区画整理事業施行に伴うガス管路移設補償費の支出について―６
439,000

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 平成26年度淡路等地区画整理事務所にかかる電気代及びガス代の支出について（10～12月分）
151,356

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年01月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 平成26年度淡路等地区画整理事務所にかかる電気代及びガス代の支出について（10～12月分）
1,971

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年01月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用ブロースタンド外１点の買入代金の支出について
285,552

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年01月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 三国東地区土地区画整理事業に伴うガス管路増径移設補償費の支出について（区画道路１－２号線）
1,333,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年01月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
6,569,700

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年01月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償の支出について（後金払）
22,720,100

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年01月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償の支出について（後金払）
4,284,300

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年01月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前金払）
1,292,900

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年01月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建物等移転補償金の支出について（後金払）
6,145,200

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年01月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 新三国住宅２号館共用部分の電気料金の支出について（１２月分）（納付書１通添付）
22,338

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年01月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 区画整理事業に伴う街灯等電気料金の支出について（１２月分）（納付書１通添付）
4,048

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年01月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
8,476,100

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年01月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
10,257,400

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年01月13日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（11月分）
2,120

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年01月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（11月分）
14,626

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年01月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 三国東地区内一円防塵舗装工事（２６－１）における工事代金の支出について（完了払）
23,218,560

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年01月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
12,015,200

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年01月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
4,059,900

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
6,546,300

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
6,275,600

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
6,453,900

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
18,560,700

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
7,305,900

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年01月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　印刷製本費 三国東地区土地区画整理事業用パンフレットの印刷費の支出について
97,200

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年01月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成２６年度三国東土地区画整理事務所機械警備業務委託長期継続の委託経費の支出について（平成２６年１０月分～１２月分）
43,740

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年01月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
17,174,800

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年01月22日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
16,724

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年01月22日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
1,838

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年01月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成２６年度三国東土地区画整理事務所庁舎清掃業務委託長期継続の委託経費の支出について（平成２６年１２月分）
72,168

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年01月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
16,647,900

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年01月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（１２月分）
1,389

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年01月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（１２月分）
15,704

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年01月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
6,055,800

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（１２月分）
1,594

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年01月07日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 工事費 原材料費　工事材料費 阿倍野再開発事業用車止めポスト（ウレタンゴム製　大阪市Ⅲ型）他１１点の購入経費の支出について
790,916

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年01月07日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 工事費 原材料費　工事材料費 阿倍野再開発事業用車止めポスト（プラスチックタイプ）購入経費の支出について
204,994

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年01月09日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 委託料　委託料 平成２６年度あべのベルタ保留床管理費等の支出について（１月分）
454,642

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年01月09日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度あべのベルタ保留床管理費等の支出について（１月分）
142,564

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年01月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 再開発事業用市内出張旅費の支出について（平成２６年１２月分）
432
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都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年01月19日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 旅費　普通旅費 再開発事業用市内出張旅費の支出について（平成２６年１２月分）
23,680

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年01月30日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 需用費　光熱水費 あべのメディックス保留床電気料金の支出について（１２月分）
342

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年01月30日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 委託料　委託料 平成２６年度　阿倍野再開発地区警備業務委託の完納金の支出について
340,200

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年01月30日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 委託料　委託料 平成２６年度あべのメディックス保留床管理費等の支出について（２月分）
1,035,045

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年01月30日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 委託料　委託料 平成２６年度あべのベルタ保留床管理費等の支出について（２月分)
454,642

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年01月30日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度あべのメディックス保留床管理費等の支出について（２月分）
276,014

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年01月30日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度あべのベルタ保留床管理費等の支出について（２月分)
142,564

都市整備局 建設課 平成27年01月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生江住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・前金）
1,650,000

都市整備局 建設課 平成27年01月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 除草作業用ブルーシート外１点の買入にかかる経費の支出について
93,512

都市整備局 建設課 平成27年01月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 除草作業用軍手外３点の買入にかかる経費の支出について
108,851

都市整備局 建設課 平成27年01月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 除草作業用ブルーシート外１点の買入にかかる経費の支出について
56,608

都市整備局 建設課 平成27年01月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 除草作業用軍手外３点の買入にかかる経費の支出について
65,893

都市整備局 建設課 平成27年01月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 鶴町住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
226,600

都市整備局 建設課 平成27年01月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用管外出張旅費の支出について（12月25日分）
14,080

都市整備局 建設課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 瓜破東住宅3号館設備工事監理業務委託にかかる費用(第1回中間金)の支出について(公営住宅建設事業用)
1,010,000

都市整備局 建設課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉出戸南第1住宅6・7号館設備工事監理業務委託にかかる費用（第１回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,061,000

都市整備局 建設課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 池島住宅１号館（１・２区）設備工事監理業務委託にかかる費用（第１回中間金）の支出について（公営住宅建設事業費）
2,446,000

都市整備局 建設課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 豊里第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（民間移転支援・全金）
1,500,000

都市整備局 建設課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について（１２月分）
51,944

都市整備局 建設課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（１２月分）南住吉関連ガス料金の支出について
937

都市整備局 建設課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について（１２月分）
3,590

都市整備局 建設課 平成27年01月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 公営住宅建設事務用コピー代金の支出について（12月分）
60,527

都市整備局 建設課 平成27年01月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 建築積算システムソフト保守業務委託経費の支出について（12月分）（公営住宅建設事業用）
32,400

都市整備局 建設課 平成27年01月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入　建築積算システム用パーソナルコンピュータ等長期借入経費の支出について（12月分）（その２）
15,120

都市整備局 建設課 平成27年01月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 建築積算システム用パーソナルコンピュータ等借入経費の支出について（12月分）
5,292

都市整備局 建設課 平成27年01月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 鶴町住宅１号館（２区）電気設備工事（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,720,000

都市整備局 建設課 平成27年01月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 東淡路第２住宅５号館耐震改修その他工事の支出について（完成金）
1,751,691

都市整備局 建設課 平成27年01月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 東淡路第２住宅５号館耐震改修その他工事の支出について（完成金）供託金
8,417,509

都市整備局 建設課 平成27年01月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 東淡路第２住宅５号館耐震改修その他工事の支出について（完成金）
13,997,300

都市整備局 建設課 平成27年01月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 東淡路第２住宅５号館耐震改修その他工事の支出について（完成金）
5,679,870

都市整備局 建設課 平成27年01月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 飛鳥住宅2号館解体撤去工事監理業務委託費（完成金）の支出について（住環境整備事業用）
2,220,480

都市整備局 建設課 平成27年01月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 工事請負費　新規工事費 飛鳥住宅２号館解体撤去工事費（完成金）の支出について（住環境整備事業用）
26,333,640

都市整備局 建設課 平成27年01月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　手数料 東淀川区菅原六丁目の境界確定協議書締結に伴う印鑑証明書等発行手数料の支出について
4,000

都市整備局 建設課 平成27年01月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 池島住宅1号館（1区）建設工事他1件監理業務委託費（第2回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
5,051,000

都市整備局 建設課 平成27年01月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（12月分　設備グループ）
3,439

都市整備局 建設課 平成27年01月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（12月分　設備グループ）
55,267

都市整備局 建設課 平成27年01月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 大和田第２住宅他94件防犯灯電気料金（12月分）の支出について（公営住宅建設事業用）
124,795

都市整備局 建設課 平成27年01月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉六反北住宅敷地地質調査業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
4,138,560

都市整備局 建設課 平成27年01月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 勝山住宅建設工事　設計業務委託３にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,081,240

都市整備局 建設課 平成27年01月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 池島住宅２号館敷地地質調査業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,250,800

都市整備局 建設課 平成27年01月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 豊里第2住宅19号館敷地地質調査業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,060,640

都市整備局 建設課 平成27年01月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 市営住宅の標準図等見直し設計業務委託２にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,610,440

都市整備局 建設課 平成27年01月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入　建築積算システム用サーバー機及び周辺機器等長期借入経費の支出について（12月分）（その２）
26,784

都市整備局 建設課 平成27年01月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（12月分　設備グループ）
2,160

都市整備局 建設課 平成27年01月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（12月分　建設設計グループ）
480

都市整備局 建設課 平成27年01月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（12月分　建設設計グループ）
34,430

都市整備局 建設課 平成27年01月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 南津守第２住宅２号館移転用住戸整備設備工事費用の支出について（前払金）
740,000

都市整備局 建設課 平成27年01月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 松崎第２住宅２号館移転用住戸整備設備工事費用の支出について（前払金）
1,080,000
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都市整備局 建設課 平成27年01月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（12月分　建設設計グループ）
436

都市整備局 建設課 平成27年01月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（12月分　建設設計グループ）
840

都市整備局 建設課 平成27年01月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（１2月分　工事グループ）
240

都市整備局 建設課 平成27年01月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について(１２月分)
1,354

都市整備局 建設課 平成27年01月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について(１２月分)
20,732

都市整備局 建設課 平成27年01月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について(１２月分)
31,360

都市整備局 建設課 平成27年01月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（１2月分　工事グループ）
95,158

都市整備局 建設課 平成27年01月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 加島住宅14号館第2期建設工事監理業務委託費（第3回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,091,000

都市整備局 建設課 平成27年01月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　不動産賃借料 西難波住宅用地にかかる土地賃貸借料の支出について（平成２６年度分）（第３四半期分）
662,733

都市整備局 建設課 平成27年01月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（１2月分　工事グループ）
6,600

都市整備局 建設課 平成27年01月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について(１２月分)
620

都市整備局 建設課 平成27年01月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（１2月分　工事グループ）
7,982

都市整備局 建設課 平成27年01月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 井高野第４住宅１号館敷地地質調査業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,859,760

都市整備局 建設課 平成27年01月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 勝山住宅建設工事　積算設計業務委託２にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
648,000

都市整備局 建設課 平成27年01月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 西喜連第5住宅5号館建設工事監理業務委託費（第3回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,136,000

都市整備局 建設課 平成27年01月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 小松南住宅1号館建設工事　第3次設計変更　設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
388,800

都市整備局 建設課 平成27年01月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 瓜破東住宅3号館建設工事監理業務委託費（第３回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,862,000

都市整備局 建設課 平成27年01月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 鶴町第４住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
226,600

都市整備局 建設課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（１月分）南住吉関連水道料金の支出について
1,620

都市整備局 建設課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 鶴町住宅1号館(1区)建設工事他1件監理業務委託費(第2回中間金)の支出について(公営住宅建設事業用)
5,905,000

都市整備局 建設課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 浅香第2住宅2・3号館解体撤去工事監理業務委託費(完成金)の支出について(公営住宅建設事業用)
2,635,200

都市整備局 建設課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 清水住宅１号館昇降路増築工事監理業務委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,268,000

都市整備局 建設課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 大浪橋住宅１・２・３号館外２件耐震改修その他工事設計業務委託の支出について（完成金）
4,322,160

都市整備局 建設課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 小林住宅３・４号館外２件耐震改修その他工事設計業務委託の支出について（完成金）
4,272,480

都市整備局 建設課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 東加賀屋住宅３・４号館外４件耐震改修工事設計業務委託の支出について（完成金）
3,824,000

都市整備局 建設課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉出戸南第1住宅6・7号館建設工事監理業務委託費(第3回中間金)の支出について(公営住宅建設事業用)
2,810,000

都市整備局 建設課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 清水住宅１号館昇降路増築給水衛生設備工事―２（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,258,600

都市整備局 建設課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 浅香第２住宅２・３号館解体撤去工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
36,720,000

都市整備局 建設課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 清水住宅１号館昇降機設備工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
26,784,000

都市整備局 建設課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 矢田住道住宅1・2・3・4・5・6・7・8・9号館屋外その他工事にかかる費用（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
8,130,000

都市整備局 建設課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉出戸南第1住宅6・7号館給水衛生設備工事（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
19,500,000

都市整備局 建設課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 矢田住道住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(本移転・後金)
3,226,600

都市整備局 建設課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 豊里第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（斡旋本移転・後金）
3,055,100

都市整備局 建設課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 豊里第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
5,604,700

都市整備局 建設課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 大浪橋住宅１・２・３号館外２件耐震改修その他工事設計業務委託の支出について（完成金）
494,640

都市整備局 建設課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 小林住宅３・４号館外２件耐震改修その他工事設計業務委託の支出について（完成金）
749,520

都市整備局 管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター電気料金の支出について　11月分
84,675

都市整備局 管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公営その他事務用南津守第2住宅2号館12月分電気代の支出について
56,780

都市整備局 管理課 平成27年01月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用松崎第2住宅1号館12月分電気代の支出について
81,562

都市整備局 管理課 平成27年01月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　井高野第4住宅電気代１２月分の支出について（請求書１通）
23,334

都市整備局 管理課 平成27年01月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用西喜連第５住宅１号館１１月分電気代の支出について（その２）
8,006

都市整備局 管理課 平成27年01月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用松崎第2住宅2号館12月分電気代の支出について
69,648

都市整備局 管理課 平成27年01月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　茨田大宮第２住宅電気代　１２月分の支出について（請求書１通）
21,161

都市整備局 管理課 平成27年01月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　北江口第2住宅電気代１２月分の支出について（請求書1通）
2,902

都市整備局 管理課 平成27年01月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用平野市町住宅３号館１２月分の電気代の支出について
6,698

都市整備局 管理課 平成27年01月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用加美絹木住宅１２月分の電気代の支出について
16,543

都市整備局 管理課 平成27年01月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　横堤北住宅2号館　電気代　１２月分の支出について（請求書１通）
19,062

都市整備局 管理課 平成27年01月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　両国住宅電気代　１２月分の支出について（請求書1通）
6,967
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都市整備局 管理課 平成27年01月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用浅香第2住宅3号館他1件12月分電気代の支出について
17,588

都市整備局 管理課 平成27年01月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用浅香第3住宅1号館他1件12月分電気代の支出について
22,703

都市整備局 管理課 平成27年01月09日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報償費　報償金 住宅明渡訴訟事業用弁護士報酬の支払について（平成２６年１０月分１１月分）
2,548,800

都市整備局 管理課 平成27年01月09日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について　１０月分（追加）
13,644

都市整備局 管理課 平成27年01月09日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 住宅明渡訴訟事業用訴訟印紙代（手数料）の支払について（平成２６年１０月分１１月分）
501,868

都市整備局 管理課 平成27年01月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　小松南住宅電気代１２月分の支出について（請求書1通）
24,457

都市整備局 管理課 平成27年01月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　豊里第2住宅18号館　電気代１２月分の支出について（請求書1通）
37,832

都市整備局 管理課 平成27年01月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉出戸住宅1～10号棟１２月分の電気代の支出について
42,290

都市整備局 管理課 平成27年01月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　今市住宅電気代　１２月分の支出について（請求書１通）
24,506

都市整備局 管理課 平成27年01月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　豊里第２住宅電気代　１２月分の支出について（請求書５通）
81,567

都市整備局 管理課 平成27年01月15日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉長原東住宅14号館１２月分の電気代の支出について
96,924

都市整備局 管理課 平成27年01月15日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉六反東住宅19・25号棟１１月分の電気代の支出について
10,629

都市整備局 管理課 平成27年01月15日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用矢田南住宅1号館月12月分電気代の支出について
64,458

都市整備局 管理課 平成27年01月15日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉六反北住宅2号棟１２月分の電気代の支出について
515

都市整備局 管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について　１１月分
432

都市整備局 管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について　１１月分
60,314

都市整備局 管理課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　東淡路住宅　電気代１２月分の支出について（請求書１通）
1,888

都市整備局 管理課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用矢田住道住宅12月分電気代の支出について
82,593

都市整備局 管理課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　伝法住宅２，４，６～１１号館電気代　１２月分の支出について（請求書２通）
18,835

都市整備局 管理課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用矢田中住宅2号館12月分電気代の支出について
29,263

都市整備局 管理課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用矢田中住宅3号館12月分電気代の支出について
25,844

都市整備局 管理課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用矢田中住宅12月分電気代の支出について
26,687

都市整備局 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 滞納整理事務に係る旅費の支出について（平成２６年１２月８日　和歌山刑務所）
5,600

都市整備局 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 債権差押申立に係る費用の支出について
101,356

都市整備局 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 平成２６年度１２月送達証明・執行文付与申請用印紙代購入費の支出について
3,600

都市整備局 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 債権差押申立に係る費用の支出について
64,000

都市整備局 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅維持管理用平成２６年度シュレッダー（住宅部１階）の賃貸借料の支出について　１２月分
1,166

都市整備局 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　南方住宅電気代　１２月分の支出について（請求書５通）
153,932

都市整備局 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　山口第2住宅1～３号館　電気代１２月分の支出について（請求書１通）
5,003

都市整備局 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　池島住宅６～１２号館電気代１２月分の支出について（請求書１通）
16,688

都市整備局 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉長原東第４住宅３８号館１２月分電気代の支出について
33,653

都市整備局 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　日之出第２住宅電気代　１２月分の支出について（請求書２通）
36,144

都市整備局 管理課 平成27年01月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用東喜連第５住宅１号館１２月分電気代の支出について
88,978

都市整備局 管理課 平成27年01月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用東喜連第３住宅１３号館１２月分電気代の支出について
999

都市整備局 管理課 平成27年01月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　生江第２住宅　　電気代１２月分の支出について（請求書１通）
13,058

都市整備局 管理課 平成27年01月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用東喜連第５住宅２号館１２月分電気代の支出について
87,316

都市整備局 管理課 平成27年01月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　八幡屋宝町第３住宅電気代　１２月分の支出について（請求書２通）
15,456

都市整備局 管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　印刷製本費 「住宅だよりＨ２６．１２」の作成及び配付にかかる経費の支出ついて
1,006,560

都市整備局 管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 使用承認取消通知発送用内容証明料金の支出について（１月分）
129,000

都市整備局 管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 平成２６年度１月送達証明・執行文付与申請用印紙代購入費の支出について
2,700

都市整備局 管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター修繕積立金の支出について　2月分
71,259

都市整備局 管理課 平成27年01月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　酉島住宅　９・１０・２１号館　電気代１２月分の支出について（請求書５通）
56,849

都市整備局 管理課 平成27年01月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出住宅８～１０号館　電気代１１月分の支出について（請求書７通）
84,472

都市整備局 管理課 平成27年01月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　福住宅１～３号館　電気代１２月分の支出について（請求書１通）
5,745

都市整備局 管理課 平成27年01月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出第３住宅　電気代１２月分の支出について（請求書２通）
20,706

都市整備局 管理課 平成27年01月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　生江住宅７～１１号館　電気代１２月分の支出について（請求書５通）
158,341

都市整備局 管理課 平成27年01月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用浪速第5住宅3号館12月分電気代の支出について
4,552

都市整備局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 市営住宅維持管理用コピー代金の支出について　１２月分
51,700
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都市整備局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター管理費の支出について　2月分
267,219

都市整備局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　加島南住宅１～２号館電気代１２月分の支出について（請求書１通）
6,885

都市整備局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　赤川住宅１～２号館　電気代１２月分の支出について（請求書１通）
13,679

都市整備局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　中島住宅１～２号館　電気代１２月分の支出について（請求書６通）
7,489

都市整備局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　飛鳥住宅　５号館　電気代　１２月分の支出について（請求書１通）
11,765

都市整備局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　加島住宅14号館　電気１２月分の支出について（請求書１通）
8,108

都市整備局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用浪速西第2住宅1号館他1件12月分電気代の支出について
62,019

都市整備局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用出城東住宅1号館他2件12月分電気代の支出について
62,474

都市整備局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　日之出第２住宅、飛鳥西住宅1～2号館　電気代１２月分の支出について（請求書４通）
60,956

都市整備局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　飛鳥住宅１、３～４号館　電気代１２月分の支出について（請求書３通）
63,472

都市整備局 管理課 平成27年01月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　加島住宅4・6~10号館、加島第2住宅1~2号館　電気代１２月分の支出について（請求書１通）
42,213

都市整備局 管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 平成２６年度市営住宅の管理及び付帯事務等に関する業務委託料の支出について（平成２６年度　第４回）
288,917,000

都市整備局 管理課 平成27年01月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成２６年度市営住宅の管理及び付帯事務等に関する業務委託料の支出について（平成２６年度　第４回）
1,133,582

都市整備局 管理課 平成27年01月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 平成２６年度市営住宅の管理及び付帯事務等に関する業務委託料の支出について（平成２６年度　第４回）
3,490,000

都市整備局 管理課 平成27年01月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成２６年度市営住宅の管理及び付帯事務等に関する業務委託料の支出について（平成２６年度　第４回）
1,414,000

都市整備局 管理課 平成27年01月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 平成２６年度市営住宅の管理及び付帯事務等に関する業務委託料の支出について（平成２６年度　第４回）
1,165,524,000

都市整備局 管理課 平成27年01月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅共同施設整備費 委託料　委託料 平成２６年度市営住宅の管理及び付帯事務等に関する業務委託料の支出について（平成２６年度　第４回）
95,614,000

都市整備局 管理課 平成27年01月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成２６年度市営住宅の管理及び付帯事務等に関する業務委託料の支出について（平成２６年度　第４回）
2,448,733

都市整備局 管理課 平成27年01月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用瓜破東第３住宅1～７・９号館10～12月分電気代の支出について
90,836

都市整備局 管理課 平成27年01月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用住吉住宅5号館11月分電気代の支出について
2,086

都市整備局 管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター電気料金の支出について　１２月分
54,134

都市整備局 管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 平成２７年１月即決和解申立用貼用印紙代の支出について
66,000

都市整備局 管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター管理費の支出について　１月分
502,442

都市整備局 管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅維持管理用市営住宅管理システム端末機器等長期借入（その１）に係る経費の支出について（平成26年12月分）
69,959

都市整備局 管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅維持管理用市営住宅管理システムサーバ機器等長期借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
440,640

都市整備局 管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センターの修繕積立金の支出について　１月分
157,341

都市整備局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報償費　報償金 市営住宅維持管理用強制執行費用の支出について（家賃滞納等20件）
1,532,520

都市整備局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター電気料金の支出について　12月分
90,034

都市整備局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 市営住宅維持管理用住宅管理システムのコンピュータ専用回線使用料の支出について　１２月分
426,600

都市整備局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 市営住宅維持管理用強制執行費用の支出について（家賃滞納等20件）
1,500,000

都市整備局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用大阪市営住宅管理システム運用業務委託料の支出について（第８回目）
10,754,910

都市整備局 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅維持管理用市営住宅管理システム端末機器等長期借入（その２）に係る経費の支出について（平成26年12月分）
39,906

都市整備局 保全整備課 平成27年01月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　住吉住宅2・6・8・12・13号館外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
22,206,680

都市整備局 保全整備課 平成27年01月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　大国住宅1号館外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
32,165,280

都市整備局 保全整備課 平成27年01月15日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　南江口第2住宅1号館屋上防水改修工事費の支出について（前払金）
7,350,000

都市整備局 保全整備課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　横堤第１住宅（１号館）排水管改修工事費の支出について（完成金）
40,066,400

都市整備局 保全整備課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　中津守住宅（１・２号館）排水管改修工事費の支出について（完成金）
39,399,400

都市整備局 保全整備課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　瓜破東第２住宅（２号館）外量水器取替工事費の支出について（完成金）
27,674,920

都市整備局 保全整備課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　遠里小野住宅（１・２号館）風呂設備改修工事費の支出について（前払金）
8,570,000

都市整備局 保全整備課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用鶴見北住宅（１～３・５号館）昇降機設備改修工事費の支出について（前払金）
30,020,000

都市整備局 保全整備課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　扇町住宅1号館外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
46,903,120

都市整備局 保全整備課 平成27年01月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　喜連第2住宅1･2号館外1住宅外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
89,853,520

都市整備局 保全整備課 平成27年01月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用放出西住宅（５・６号館）外昇降機設備改修工事費の支出について（前払金）
35,850,000

都市整備局 保全整備課 平成27年01月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　横堤第1住宅1号館台所改修工事費の支出について（完成金）
18,914,720

都市整備局 保全整備課 平成27年01月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　高見住宅（４３号館）風呂設備改修工事費の支出について（前払金）
5,740,000

都市整備局 保全整備課 平成27年01月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅共同施設整備費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　春日出第2住宅屋外整備その他工事費の支出について（前払金）
1,160,000

都市整備局 保全整備課 平成27年01月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　中津守住宅1･2号館台所改修工事費の支出について（完成金）
39,056,040

都市整備局 保全整備課 平成27年01月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　南住吉第９住宅（１～４号館）高置水槽取替工事費の支出について（前払金）
9,570,000
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都市整備局 保全整備課 平成27年01月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その９）費の支出について（第３回中間金）
1,020,000

都市整備局 保全整備課 平成27年01月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その１０）費の支出について（第３回中間金）
2,440,000

都市整備局 保全整備課 平成27年01月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用友渕住宅（２号館）自動火災報知設備改修工事費の支出について（前払金）
3,200,000

都市整備局 保全整備課 平成27年01月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その２）費の支出について（第３回中間金）
33,310,000

都市整備局 保全整備課 平成27年01月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その４）費の支出について（第３回中間金）
17,960,000

都市整備局 保全整備課 平成27年01月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（６月分）
432

都市整備局 保全整備課 平成27年01月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（８月分）
4,132

都市整備局 保全整備課 平成27年01月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（１０月分）
1,080

都市整備局 保全整備課 平成27年01月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（７月分）
1,016

都市整備局 保全整備課 平成27年01月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（９月分）
1,682

都市整備局 保全整備課 平成27年01月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（１０月分）
30,164

都市整備局 保全整備課 平成27年01月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（８月分）
23,782

都市整備局 保全整備課 平成27年01月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（７月分）
34,132

都市整備局 保全整備課 平成27年01月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（６月分）
36,123

都市整備局 保全整備課 平成27年01月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（１１月分）
25,741

都市整備局 保全整備課 平成27年01月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（９月分）
20,684

都市整備局 保全整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（９月分）
19,410

都市整備局 保全整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（８月分）
23,596

都市整備局 保全整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（７月分）
27,462

都市整備局 保全整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（６月分）
31,465

都市整備局 保全整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（１１月分）
21,370

都市整備局 保全整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（１０月分）
29,155

都市整備局 保全整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その８）費の支出について（第３回中間金）
9,310,000

都市整備局 保全整備課 平成27年01月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用市内出張交通費の支出について（１２月分）
26,563

都市整備局 保全整備課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用市内出張交通費の支出について（１２月分）
25,521

都市整備局 保全整備課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その３）費の支出について（第３回中間金）
34,400,000

都市整備局 保全整備課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その５）費の支出について（第３回中間金）
32,950,000

都市整備局 保全整備課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用横堤第１住宅（１号館）排水管改修に伴うガス設備工事費の支出について（完成金）
4,440,960

都市整備局 保全整備課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　東淡路住宅8～11号館屋上防水改修工事費の支出について（前払金）
7,400,000

都市整備局 保全整備課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用柏里第２住宅（４～６号館）排水管改修に伴うガス設備工事費の支出について（完成金）
3,895,560

都市整備局 保全整備課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用中津守住宅（１・２号館）排水管改修に伴うガス設備工事費の支出について（完成金）
4,330,800

都市整備局 保全整備課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用放出西住宅（６号館）排水管改修に伴うガス設備工事費の支出について（完成金）
2,408,400

都市整備局 保全整備課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用阿倍野第１住宅（１号館）排水管改修に伴うガス設備工事費の支出について（完成金）
3,813,480

都市整備局 保全整備課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用塩草第２住宅（１号館）排水管改修に伴うガス設備工事費の支出について（完成金）
1,329,480

都市整備局 保全整備課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　塩草第２住宅（１号館）外量水器取替工事費の支出について（完成金）
40,581,200

都市整備局 企画設計課 平成27年01月09日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 報償費　報償金 建築計画調査事務用平成２６年度第８回都市整備局契約事務評価会議委員報償及び交通費の支出について
33,060

都市整備局 企画設計課 平成27年01月09日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 教育施設整備事業用ほか　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２６年１１月分）の支出について
11,176

都市整備局 企画設計課 平成27年01月09日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 教育施設整備事業用ほか　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２６年１１月分）の支出について
6,010

都市整備局 企画設計課 平成27年01月09日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 弘済院整備費 旅費　普通旅費 教育施設整備事業用ほか　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２６年１１月分）の支出について
764

都市整備局 企画設計課 平成27年01月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 旅費　普通旅費 教育施設整備事業用ほか　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２６年１１月分）の支出について
800

都市整備局 企画設計課 平成27年01月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 教育施設整備事業用ほか　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２６年１１月分）の支出について
345,652

都市整備局 企画設計課 平成27年01月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設用　電気事業法解釈例規集追録第１５１０～１５２７号の買入にかかる支出について
59,256

都市整備局 企画設計課 平成27年01月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設用　建築申請手続マニュアル追録第６４号外１件の買入にかかる支出について
7,775

都市整備局 企画設計課 平成27年01月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　（仮称）今宮中学校区小中一貫校整備工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
961,200

都市整備局 企画設計課 平成27年01月15日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用ほか　マイクロ写真リーダープリンター長期借入にかかる支出について（平成２６年１２月分）
19,343

都市整備局 企画設計課 平成27年01月15日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用ほか　マイクロ写真リーダープリンター長期借入にかかる支出について（平成２６年１２月分）
27,853

都市整備局 企画設計課 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 教育施設委整備用等　中野中学校増築その他設備工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
341,280

都市整備局 企画設計課 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　相生中学校増築その他工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
974,160
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都市整備局 企画設計課 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　今市中学校増築その他電気設備工事費の支出について（前払金）
10,000,000

都市整備局 企画設計課 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　諏訪小学校増築その他機械設備工事費の支出について（完成金）
19,765,440

都市整備局 企画設計課 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　中野中学校増築その他機械設備工事費の支出について（完成金）
29,236,840

都市整備局 企画設計課 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　中野中学校増築その他機械設備工事費の支出について（完成金）
712,800

都市整備局 企画設計課 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　諏訪小学校増築その他機械設備工事費の支出について（完成金）
430,920

都市整備局 企画設計課 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　阿倍野中学校クラブ室設置その他工事費の支出について（前払金）
8,644,000

都市整備局 企画設計課 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　改修工事費 校舎建設用　阿倍野中学校クラブ室設置その他工事費の支出について（前払金）
3,200,000

都市整備局 企画設計課 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設委整備用等　中野中学校増築その他設備工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
349,920

都市整備局 企画設計課 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 校舎建設用　阿倍野中学校クラブ室設置その他工事費の支出について（前払金）
5,836,000

都市整備局 企画設計課 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　豊崎中学校外6校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
18,532,200

都市整備局 企画設計課 平成27年01月19日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 社会福祉施設整備用　もと大阪市職員塚本寮解体撤去工事設計業務委託費の支出について（前払金）
710,000

都市整備局 企画設計課 平成27年01月19日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 社会福祉施設整備用　もと馬淵生活館解体撤去工事設計業務委託費の支出について（前払金）
1,060,000

都市整備局 企画設計課 平成27年01月19日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 工事請負費　新規工事費 環境対策事業用　新森小路小学校自動車排ガスモニタリング・ステーション設置その他工事費の支出について（完成金）
5,622,480

都市整備局 企画設計課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 教育施設整備用等　平野中学校外７校体育館等天井改修工事外１件監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
747,000

都市整備局 企画設計課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 橋梁事業用ほか　中津高架橋下施設解体撤去工事設計業務委託費の支出について（完了金）
88,358

都市整備局 企画設計課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 委託料　委託料 橋梁事業用ほか　中津高架橋下施設解体撤去工事設計業務委託費の支出について（完了金）
2,035,642

都市整備局 企画設計課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 委託料　委託料 橋梁事業用　中津高架橋下施設解体撤去工事第２期設計業務委託費の支出について（前払金）
480,000

都市整備局 企画設計課 平成27年01月19日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 委託料　委託料 庁舎整備用　城東消防署建設工事実施設計（設備）設計業務委託費－２の支出について（完了金）
1,684,800

都市整備局 企画設計課 平成27年01月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用等　南大江小学校増築その他設備工事設計業務委託費の支出について（完了金）
2,247,480

都市整備局 企画設計課 平成27年01月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用等　平野中学校外７校体育館等天井改修工事外１件監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
2,983,000

都市整備局 企画設計課 平成27年01月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎建設用等　南大江小学校増築その他設備工事設計業務委託費の支出について（完了金）
165,240

都市整備局 企画設計課 平成27年01月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　瑞光中学校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
4,391,920

都市整備局 企画設計課 平成27年01月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　新東淀中学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
10,647,390

都市整備局 企画設計課 平成27年01月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　市岡中学校外4校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
13,649,120

都市整備局 企画設計課 平成27年01月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　新東淀中学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
1,222,610

都市整備局 企画設計課 平成27年01月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　新規工事費 公園事業用　天王寺動物園内旧野外ステージ横便所新築工事費の支出について（前払金）
7,750,000

都市整備局 企画設計課 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設用　複写機経費（１２月分）の支出について
58,326

都市整備局 企画設計課 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　新森小路小学校増築その他設備工事設計業務委託費の支出について（完了金）
2,545,560

都市整備局 企画設計課 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用等　茨田南小学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
3,271,270

都市整備局 企画設計課 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　中野中学校増築その他設備工事監理業務委託費の支出について（完了金）
1,667,520

都市整備局 企画設計課 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎建設用等　茨田南小学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
157,730

都市整備局 企画設計課 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎建設用　新森小路小学校増築その他設備工事設計業務委託費の支出について（完了金）
165,240

都市整備局 企画設計課 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　瓜破中学校外5校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（一部完成金）
3,061,680

都市整備局 企画設計課 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　野里小学校体育館天井改修電気設備工事費の支出について（前払金）
1,700,000

都市整備局 企画設計課 平成27年01月21日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 市民利用施設整備用ほか　東淀川区役所・区民ホール耐震改修その他設備工事第３次設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
746,280

都市整備局 企画設計課 平成27年01月21日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 市民利用施設整備用ほか　東淀川区役所・区民ホール耐震改修その他設備工事第３次設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
96,120

都市整備局 企画設計課 平成27年01月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用等　中央小学校増築その他設備工事設計業務委託費の支出について（完了金）
2,501,280

都市整備局 企画設計課 平成27年01月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　東都島小学校外５校体育館天井改修工事設計業務委託費の支出について（完了金）
760,000

都市整備局 企画設計課 平成27年01月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎建設用等　中央小学校増築その他設備工事設計業務委託費の支出について（完了金）
165,240

都市整備局 企画設計課 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　東住吉中学校増築その他工事費の支出について（前払金）
88,200,000

都市整備局 企画設計課 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　鶴町小学校外６校体育館天井改修工事設計業務委託費の支出について（完了金）
1,306,800

都市整備局 企画設計課 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　千本小学校外５校体育館天井改修工事設計業務委託費の支出について（完了金）
1,155,600

都市整備局 企画設計課 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　平野中学校外7校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（一部完成金）
6,193,280

都市整備局 企画設計課 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設用　安全ヘルメットの買入にかかる支出について
23,328

都市整備局 企画設計課 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 役務費　通信運搬費 校舎建設用　今市中学校回線移転工事費の支出について
24,840

都市整備局 企画設計課 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　中野中学校増築その他電気設備工事費の支出について（完成金）
38,466,200

都市整備局 企画設計課 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　中野中学校増築その他電気設備工事費の支出について（完成金）
2,623,320

都市整備局 企画設計課 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　瑞光中学校冷房設備工事監理業務委託費の支出について（完了金）
181,440
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都市整備局 企画設計課 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　文の里中学校外5校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
34,283,520

都市整備局 企画設計課 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　旭東中学校外4校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（一部完成金）
12,849,840

都市整備局 企画設計課 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　九条東小学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
1,034,880

都市整備局 企画設計課 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　視覚特別支援学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
7,900,000

都市整備局 企画設計課 平成27年01月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　九条東小学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
11,285,120

都市整備局 企画設計課 平成27年01月28日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか　東住吉区役所・区民ホール耐震改修その他工事監理業務委託費の支出について（第３回中間金）
1,988,700

都市整備局 企画設計課 平成27年01月28日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか　住之江区役所・区民ホール耐震改修その他工事監理業務委託費の支出について（第３回中間金）
1,383,000

都市整備局 企画設計課 平成27年01月28日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　新規工事費 区庁舎整備用　(仮称）城東区複合施設建設工事費の支出について（前払金）
147,900,000

都市整備局 企画設計課 平成27年01月28日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか　東住吉区役所・区民ホール耐震改修その他工事監理業務委託費の支出について（第３回中間金）
175,300

都市整備局 企画設計課 平成27年01月28日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか　住之江区役所・区民ホール耐震改修その他工事監理業務委託費の支出について（第３回中間金）
201,000

都市整備局 企画設計課 平成27年01月28日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　新規工事費 市民利用施設整備用　(仮称）城東区複合施設建設工事費の支出について（前払金）
110,700,000

都市整備局 企画設計課 平成27年01月28日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　新規工事費 社会福祉施設整備用　(仮称）城東区複合施設建設工事費の支出について（前払金）
15,900,000

都市整備局 企画設計課 平成27年01月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 こども青少年事業用　阿武山学園旧第８寮解体撤去工事設計業務委託費の支出について（完了金）
1,475,200

都市整備局 企画設計課 平成27年01月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　新規工事費 公園事業用　天王寺動物園野外ステージ及び便所解体撤去工事費の支出について（完成金）
4,487,080

都市整備局 企画設計課 平成27年01月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　城東中学校第２期増築その他工事監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
2,902,000

都市整備局 企画設計課 平成27年01月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　(仮称）城東区複合施設建設工事費の支出について（前払金）
25,500,000

都市整備局 企画設計課 平成27年01月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　加美南中学校体育館等天井改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
5,050,161

都市整備局 企画設計課 平成27年01月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　加美南中学校体育館等天井改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
789,839

都市整備局 企画設計課 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用等　井高野中学校増築その他工事外１件監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
2,524,800

都市整備局 企画設計課 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　三軒家東小学校第２期増築その他工事費の支出について（第４回中間金）
14,680,000

都市整備局 企画設計課 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎建設用等　井高野中学校増築その他工事外１件監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
395,500

都市整備局 企画設計課 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎建設用等　井高野中学校増築その他工事外１件監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
468,700

都市整備局 企画設計課 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　成南中学校外５校体育館等天井改修工事外２件監理業務委託費の支出について（第２回中間金）
493,400

都市整備局 企画設計課 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　成南中学校外５校体育館等天井改修工事外２件監理業務委託費の支出について（第２回中間金）
1,693,600

都市整備局 企画設計課 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　堀江中学校体育館天井改修電気設備工事費の支出について（前払金）
2,450,000

都市整備局 企画設計課 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　真住中学校外５校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（一部完成金）
2,777,560

都市整備局 企画設計課 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　旭東中学校外4校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
13,690,240

都市整備局 企画設計課 平成27年01月30日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 区庁舎整備用　東住吉区役所・区民ホール昇降機設備工事費の支出について（完成金）
9,573,026

都市整備局 企画設計課 平成27年01月30日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 区庁舎整備用　鶴見区役所耐震改修その他昇降機設備工事費の支出について（完成金）
24,488,000

都市整備局 企画設計課 平成27年01月30日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 区庁舎整備用　鶴見区役所耐震改修その他工事費の支出について（第５回中間金）
42,830,000

都市整備局 企画設計課 平成27年01月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 市民利用施設整備用　東住吉区役所・区民ホール昇降機設備工事費の支出について（完成金）
842,654

都市整備局 企画設計課 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設用　建築申請手続マニュアル追録第６６号外１件の買入ににかかる支出について
7,991

都市整備局 企画設計課 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　緑中学校第3期増築その他ガス設備工事費の支出について（前払金）
2,320,000

都市整備局 企画設計課 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　長池小学校第２期増築その他ガス設備工事費の支出について（前払金）
680,000

都市整備局 企画設計課 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　北中島小学校増築その他ガス設備工事費の支出について（前払金）
1,810,000

都市整備局 企画設計課 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　今市中学校増築その他ｶﾞｽ設備工事費の支出について（前払金）
1,810,000

都市整備局 企画設計課 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　神津小学校増築その他ガス設備工事費の支出について（前払金）
4,170,000

都市整備局 企画設計課 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　北中島小学校増築その他ガス設備工事費の支出について（前払金）
140,000

都市整備局 企画設計課 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　神津小学校増築その他ガス設備工事費の支出について（前払金）
110,000

都市整備局 企画設計課 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　長池小学校第２期増築その他ガス設備工事費の支出について（前払金）
200,000

都市整備局 企画設計課 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　今津中学校外4校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
3,206,760

都市整備局 企画設計課 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　木津中学校外1校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
11,752,560

都市整備局 施設整備課 平成27年01月05日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２６年１１月分）の支出について
1,654

都市整備局 施設整備課 平成27年01月05日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 施設整備課事務室電話使用料の支出について（平成26年11月分）
46,244

都市整備局 施設整備課 平成27年01月05日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 社会福祉研修・情報センター内部改修機械設備工事費の支出について（完成金）
195,264

都市整備局 施設整備課 平成27年01月05日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 社会福祉研修・情報センター内部改修機械設備工事費の支出について（完成金）
1,106,136

都市整備局 施設整備課 平成27年01月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２６年１１月分）の支出について
33,914

都市整備局 施設整備課 平成27年01月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 住吉小学校便所照明改修工事費の支出について(完成金)
812,160
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都市整備局 施設整備課 平成27年01月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 墨江丘中学校便所照明改修工事費の支出について(完成金)
443,880

都市整備局 施設整備課 平成27年01月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 福島小学校便所照明改修工事費の支出について(完成金)
494,640

都市整備局 施設整備課 平成27年01月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 茨田北小学校便所照明改修工事費の支出について（完成金）
492,480

都市整備局 施設整備課 平成27年01月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 豊崎小学校便所照明改修工事費の支出について(完成金)
453,600

都市整備局 施設整備課 平成27年01月13日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 大阪市市設建築物整備保全業務(相談・設計等業務)委託（その３）にかかる支出について（第４四半期分）
5,999,914

都市整備局 施設整備課 平成27年01月13日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 大阪市市設建築物整備保全業務(相談・設計等業務)委託（その４）にかかる支出について（第４四半期分）
5,999,914

都市整備局 施設整備課 平成27年01月13日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 大阪市市設建築物整備保全業務（発注関係補助業務）委託にかかる支出について（第４四半期分）
30,805,714

都市整備局 施設整備課 平成27年01月14日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 心身障がい者リハビリテーションセンター空調設備改修ガス設備工事費の支出について(完成金)
5,329,800

都市整備局 施設整備課 平成27年01月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 南田辺小学校ガス配管経年管改修工事費の支出について(完成金)
1,535,760

都市整備局 施設整備課 平成27年01月15日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 東淀川区役所福祉システム改修情報通信設備工事費の支出について(完成金)
145,800

都市整備局 施設整備課 平成27年01月15日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 生野区役所福祉システム改修情報通信設備工事費の支出について（完成金）
205,200

都市整備局 施設整備課 平成27年01月15日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

工事請負費　改修工事費 城東スポーツセンター空調設備改修工事費の支出について（完成金）
2,144,000

都市整備局 施設整備課 平成27年01月16日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 西加島保育所各所改修工事費の支出について（完成金）
3,129,840

都市整備局 施設整備課 平成27年01月16日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 工事請負費　改修工事費 自然史博物館便所改修その他工事費の支出について（工事前払金）
2,760,000

都市整備局 施設整備課 平成27年01月16日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 工事請負費　改修工事費 大阪歴史博物館空調用加湿蒸気配管改修工事費の支出について（工事前払金）
4,570,000

都市整備局 施設整備課 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 舎利寺小学校外壁改修工事費の支出について（工事前払金）
3,470,000

都市整備局 施設整備課 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 平野南小学校外柵改修工事費の支出について（工事前払金）
3,310,000

都市整備局 施設整備課 平成27年01月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 瓜破中学校太陽光発電設備設置に伴う屋上防水改修その他工事費の支出について（工事前払金）
7,280,000

都市整備局 施設整備課 平成27年01月19日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 港区役所自動制御設備整備工事費の支出について（完成金）
2,160,000

都市整備局 施設整備課 平成27年01月19日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 工事請負費　改修工事費 西成区保健福祉センター分館内部改修衛生設備工事費の支出について（完成金）
1,512,000

都市整備局 施設整備課 平成27年01月19日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 工事請負費　改修工事費 本庁舎各所改修工事費の支出について（工事前払金）
4,420,000

都市整備局 施設整備課 平成27年01月19日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 毛馬保育所各所改修工事費の支出について（工事前払金）
3,160,000

都市整備局 施設整備課 平成27年01月19日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 伊賀青少年野外活動センター各所改修工事費の支出について（工事前払金）
2,100,000

都市整備局 施設整備課 平成27年01月19日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 平野東保育所各所改修工事費の支出について（工事前払金）
2,810,000

都市整備局 施設整備課 平成27年01月19日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 工事請負費　改修工事費 もと市立環境学習センター原状回復改修その他電気設備工事費の支出について（工事前払金）
3,560,000

都市整備局 施設整備課 平成27年01月19日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

工事請負費　改修工事費 東成スポーツセンター空調設備改修工事費の支出について（工事前払金）
2,390,000

都市整備局 施設整備課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 大阪城公園便所各所改修工事費の支出について（工事前払金）
10,340,000

都市整備局 施設整備課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度東成区役所外３施設地下貯蔵タンク等漏洩点検業務委託－２費の支出について（完成金）
61,452

都市整備局 施設整備課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度平野区役所外３施設空調設備保守点検業務委託費の支出について(第１回中間金)
3,506,760

都市整備局 施設整備課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度東成区役所外３施設地下貯蔵タンク等漏洩点検業務委託－２費の支出について（完成金）
63,828

都市整備局 施設整備課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度東成区役所外３施設地下貯蔵タンク等漏洩点検業務委託－２費の支出について（完成金）
63,828

都市整備局 施設整備課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度東成区役所外３施設地下貯蔵タンク等漏洩点検業務委託－２費の支出について（完成金）
63,828

都市整備局 施設整備課 平成27年01月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 Ａ２版対応インクジェットプリンター　長期借入（施設整備課）費用の支出について（平成26年12月分）
6,264

都市整備局 施設整備課 平成27年01月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 マイクロ写真リーダープリンター　長期借入（施設整備課）費用の支出について（平成26年12月分）
50,004

都市整備局 施設整備課 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平成26年度東成区役所外３施設地下貯蔵タンク等漏洩点検業務委託－２費の支出について（完成金）
6,264

都市整備局 施設整備課 平成27年01月20日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 住之江区老人福祉センター空調設備改修工事費の支出について（完成金）
3,017,040

都市整備局 施設整備課 平成27年01月20日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 西九条保育所各所改修工事費の支出について（工事前払金）
1,130,000

都市整備局 施設整備課 平成27年01月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 工事請負費　改修工事費 共同利用施設啓発センター外壁改修その他工事費の支出について（工事前払金）
2,200,000

都市整備局 施設整備課 平成27年01月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

工事請負費　改修工事費 旭屋内プールろ過設備改修工事費の支出について（工事前払金）
2,640,000

都市整備局 施設整備課 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 南港渚小学校便所照明改修工事費の支出について（完成金）
400,680

都市整備局 施設整備課 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大阪市教育センター外壁改修工事費の支出について（工事前払金）
7,210,000

都市整備局 施設整備課 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 瓜破北小学校外柵改修工事費の支出について（工事前払金）
2,060,000

都市整備局 施設整備課 平成27年01月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 喜連小学校屋上防水改修工事費の支出について(完成金)
6,055,560

都市整備局 施設整備課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 工事請負費　改修工事費 なんば市税事務所情報システム改修電気設備工事費の支出について（完成金）
370,440

都市整備局 施設整備課 平成27年01月21日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 大正会館他１施設玄関アプローチ改修工事費の支出について（完成金）
4,309,092

都市整備局 施設整備課 平成27年01月21日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 木川第２保育所外壁改修その他工事費の支出について（工事前払金）
2,870,000

都市整備局 施設整備課 平成27年01月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 工事請負費　改修工事費 もと市立環境学習センター原状回復改修その他機械設備工事費の支出について（工事前払金）
2,030,000

都市整備局 施設整備課 平成27年01月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　改修工事費 西九条小学校普通教室改造工事費の支出について（工事前払金）
1,530,000
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都市整備局 施設整備課 平成27年01月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大正会館他１施設玄関アプローチ改修工事費の支出について（完成金）
1,490,508

都市整備局 施設整備課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 工事請負費　改修工事費 梅田市税事務所情報システム改修電気設備工事費の支出について(完成金)
1,112,400

都市整備局 施設整備課 平成27年01月22日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 平成26年度施設整備課事務室機械警備業務委託の支出について（12月分）
8,640

都市整備局 施設整備課 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 市立高等学校耐震改修その他電気設備工事費の支出について(完成金)
3,498,400

都市整備局 施設整備課 平成27年01月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 堀江小学校給食室換気設備改修工事費の支出について（完成金）
1,607,040

都市整備局 施設整備課 平成27年01月23日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 社会福祉研修・情報センター内部改修工事費の支出について（完成金）
1,834,164

都市整備局 施設整備課 平成27年01月23日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 社会福祉研修・情報センター内部改修工事費の支出について（完成金）
323,676

都市整備局 施設整備課 平成27年01月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 野田阪神駅自転車駐車場改修工事費の支出について（完成金）
13,738,680

都市整備局 施設整備課 平成27年01月26日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 此花区民ホール他２施設外壁改修その他工事費の支出について（工事前払金）
5,810,000

都市整備局 施設整備課 平成27年01月26日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 淡路こども園外壁改修工事費の支出について（工事前払金）
1,330,000

都市整備局 施設整備課 平成27年01月26日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 此花区民ホール他２施設外壁改修その他工事費の支出について（工事前払金）
2,280,000

都市整備局 施設整備課 平成27年01月26日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 社会福祉研修・情報センター内部改修電気設備工事費の支出について（完成金）
567,648

都市整備局 施設整備課 平成27年01月26日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 社会福祉研修・情報センター内部改修電気設備工事費の支出について（完成金）
3,216,672

都市整備局 施設整備課 平成27年01月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　改修工事費 大正地区文化交流プラザ熱源機器整備工事費の支出について（完成金）
3,456,000

都市整備局 施設整備課 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 営繕事務用執務室コピー代金の支出について（平成26年12月分）
42,724

都市整備局 施設整備課 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 営繕事務用共用室コピー代金の支出について（平成26年12月分）
11,165

都市整備局 施設整備課 平成27年01月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 此花区民ホール他２施設外壁改修その他工事費の支出について（工事前払金）
3,020,000

都市整備局 施設整備課 平成27年01月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 淀川区民センター外壁改修その他工事費の支出について（工事前払金）
8,206,318

都市整備局 施設整備課 平成27年01月27日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 工事請負費　改修工事費 大阪市公文書館自動制御設備整備工事費の支出について（完成金）
3,661,200

都市整備局 施設整備課 平成27年01月27日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 淀川区民センター外壁改修その他工事費の支出について（工事前払金）
1,543,682

都市整備局 施設整備課 平成27年01月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共建築部施設整備課事務室電気使用料の支出について（平成26年12月分）
81,459

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 大阪市庁舎危機管理室当直室空調設備改修工事（北エリア）【設計】委託費の支出について
320,544

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 都市整備局更衣室改修その他工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
557,604

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 大阪市市設建築物整備保全業務(相談・設計等業務)委託（その２）にかかる支出について（第４四半期分）
7,951,500

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 東成区役所昇降機設備改修工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
117,288

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 生野区役所昇降機設備改修工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
135,108

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 東成区役所事務室間仕切り改修工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
548,316

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 西区役所駐車場天井漏水改修工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
221,076

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 大阪市立男女共同参画センター中央館（クレオ大阪中央）冷却塔整備その他工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
278,532

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 此花区民ホール外壁改修その他工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
386,640

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 大阪市立男女共同参画センター西部館（クレオ大阪西）電気設備改修工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
202,716

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 港近隣センター屋上防水改修工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
297,000

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 もと矢田青少年会館各所改修工事に係る設計業務（南エリア）【設計】委託費の支出について
1,276,560

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 社会福祉研修・情報センター内部改修工事に係る設計業務その１（南エリア）【設計】委託費の支出について
1,413,072

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 大阪社会医療センターネット改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
417,744

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 あいりん総合センター煙突改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
329,940

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 おとしよりすこやかセンター北部館駐車場管制設備その他改修工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
760,536

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 社会福祉研修・情報センター内部改修工事に係る設計業務その２（南エリア）【設計】委託費の支出について
249,156

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 此花区老人福祉センター外壁改修その他工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
152,604

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 社会福祉研修・情報センター内部改修情報通信設備工事費の支出について（完成金）
4,193,424

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 社会福祉研修・情報センター内部改修情報通信設備工事費の支出について（完成金）
740,016

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 加美第２保育所各所改修工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
1,100,844

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 三国保育所外周塀改修その他工事（北エリア）【設計】委託費の支出について
2,148,660

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 もと矢田中保育所鋼板塀設置工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
329,940

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 児童宿舎（いちょう寮）フローリング張替工事（北エリア）【設計】委託費の支出について
166,104

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 矢田教育の森保育所排水設備改修工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
321,516

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 委託料　委託料 大阪市立西中島センター外構改修工事（北エリア）【設計】委託費の支出について
135,648

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 工事請負費　改修工事費 環境局北港事務所外壁改修工事費の支出について（工事前払金）
1,310,000
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都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 環境局住之江工場梁補強工事に係る設計業務（西エリア）【設計】委託費の支出について
366,120

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 環境局舞洲工場耐火被覆改修工事に係る設計業務（西エリア）【設計】委託費の支出について
380,592

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 貿易振興事業費 委託料　委託料 インテックス大阪６号館屋上床改修その他工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
1,986,552

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 委託料　委託料 自然史博物館便所改修その他工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
1,129,788

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

委託料　委託料 南港中央野球場各所改修工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
877,500

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

委託料　委託料 大阪市立鶴見緑地プール自動火災報知機設備改修工事に係る設計業務（東エリア）【設計】委託費の支出について
731,160

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

委託料　委託料 大阪市立長居陸上競技場電光表示板設備改修工事に係る設計業務（南エリア）【設計】委託費の支出について
4,341,168

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

工事請負費　改修工事費 靱テニスセンター給湯設備改修工事費の支出について（工事前払金）
3,510,000

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 天王寺公園慶沢園便所改修工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
1,073,304

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 天王寺動物園新世界ゲート横便所改修工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
1,282,824

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　改修工事費 大正地区文化交流プラザ冷却塔整備工事費の支出について（完成金）
270,000

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 岸里玉出駅北自転車駐車場改修工事に係る設計業務（南エリア）【設計】委託費の支出について
467,640

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 天下茶屋駅自転車駐車場改修工事に係る設計業務（南エリア）【設計】委託費の支出について
595,620

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 岸里玉出駅南自転車駐車場改修工事に係る設計業務（南エリア）【設計】委託費の支出について
467,640

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 鶴橋駅自転車駐車場改修工事に係る設計業務（東エリア）【設計】委託費の支出について
575,640

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平野駅自転車駐車場改修工事に係る設計業務（南エリア）【設計】委託費の支出について
354,348

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 もと今福出張所電気設備改修工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
109,944

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 淡路駅自転車駐車場外改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
62,856

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 蒲生四丁目駅自転車駐車場改修工事に係る設計業務（東エリア）【設計】委託費の支出について
575,640

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 桃谷駅自転車駐車場改修工事に係る設計業務（東エリア）【設計】委託費の支出について
575,640

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 下福島中学校教室改造工事（北エリア）【設計】委託費の支出について
1,355,292

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 西船場小学校教室改造工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
801,468

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 東中浜小学校教室改造工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
952,452

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（学校各所改修）（南エリア）【設計】委託費の支出について
7,604,064

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 此花図書館外壁改修その他工事（西エリア）【設計】委託費の支出について
201,420

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（学校電気室改修）（南エリア）【設計】委託費の支出について
1,005,696

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（学校各所改修）（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
2,167,884

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（電話設備改修）（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
169,128

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（電話設備改修）（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
169,128

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（学校各所改修）（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,564,704

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（学校各所改修）（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
3,195,612

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（学校各所改修）（東エリア）【設計】委託費の支出について
7,745,004

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（学校各所改修）（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,696,032

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 市立高等学校耐震改修その他衛生設備工事費の支出について（完成金）
5,633,160

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 都島工業高等学校３４棟ガス栓設置工事費の支出について(完成金）
126,360

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 長吉中学校柔道場屋上改修工事費の支出について（工事前払金）
4,470,000

都市整備局 施設整備課 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 巽中学校南側拡張用地改修工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
1,739,016

都市整備局 施設整備課 平成27年01月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２６年１２月分）の支出について
6,278

都市整備局 施設整備課 平成27年01月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用平成２６年度公共建築部施設整備課執務室管理費等の支出について（２月分）
533,168

都市整備局 施設整備課 平成27年01月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅総務事務用平成２６年度公共建築部施設整備課執務室管理費等の支出について（２月分）
143,758

都市整備局 施設整備課 平成27年01月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

工事請負費　改修工事費 浪速スポーツセンター製氷設備改修工事費の支出について（完成金）
48,454,200

都市整備局 施設整備課 平成27年01月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２６年１２月分）の支出について
42,502

都市整備局 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（１１月分）
5,130

都市整備局 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（１１月分）
10,260

都市整備局 総務課 平成27年01月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（１１月分）
10,260

都市整備局 総務課 平成27年01月05日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 公課費　公課費 平成26年度市街地再開発事業会計に係る消費税等の中間申告の納付について
28,503,600

都市整備局 総務課 平成27年01月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 平成26年度国土交通大学校建築計画（企画・設計）研修受講に係るテキスト代の支出について
37,319

都市整備局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(１２月分)
1,163
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都市整備局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について(１２月分)
250

都市整備局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(１２月分)
1,944

都市整備局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(１２月分)
19,680

都市整備局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について(１２月分)
4,160

都市整備局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(１２月分)
1,842

都市整備局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(１２月分)
2,138

都市整備局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(１２月分)
82

都市整備局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(１２月分)
19,843

都市整備局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(１２月分)
164

都市整備局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(１２月分)
14,190

都市整備局 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 総務事務用等　産経新聞の買入費用の支出について(平成２６年１０～１２月分)
36,333

都市整備局 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 総務事務用等　朝日新聞外１点の買入費用の支出について(平成２６年１０～１２月分)
50,496

都市整備局 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 総務事務用等　読売新聞の買入費用の支出について(平成２６年１０～１２月分)
24,222

都市整備局 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 総務事務用等　日本経済新聞外１点の買入費用の支出について(平成２６年１０～１２月分)
64,803

都市整備局 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 総務事務用等　日本経済新聞外１点の買入費用の支出について(平成２６年１０～１２月分)
12,111

都市整備局 総務課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 総務事務用等　朝日新聞外１点の買入費用の支出について(平成２６年１０～１２月分)
12,111

都市整備局 総務課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 総務事務用等　産経新聞の買入費用の支出について(平成２６年１０～１２月分)
12,111

都市整備局 総務課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 総務事務用等　読売新聞の買入費用の支出について(平成２６年１０～１２月分)
12,111

都市整備局 総務課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 総務事務用等　読売新聞の買入費用の支出について(平成２６年１０～１２月分)
12,111

都市整備局 総務課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 総務事務用等　日本経済新聞外１点の買入費用の支出について(平成２６年１０～１２月分)
25,638

都市整備局 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用平成２６年度大阪駅前第１ビル倉庫管理費の支出について（１月分）
298,750

都市整備局 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅総務事務用平成２６年度大阪駅前第１ビル倉庫修繕積立金の支出について（１月分）
151,076

都市整備局 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　外付けハードディスクの買入にかかる経費の支出について
27,864

都市整備局 総務課 平成27年01月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　外付けハードディスクの買入にかかる経費の支出について
55,728

都市整備局 総務課 平成27年01月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 建設業関係法規集追録第１１７８号～第１１８５号の買入にかかる経費の支出について
23,313

都市整備局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用都市整備局事業所間文書逓送業務委託料の支出について（１２月分）
108,701

都市整備局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　負担金 大阪市住宅供給公社団体共済部　大阪市負担金の支出について（平成２６年１２月分）
1,456,691

都市整備局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　負担金 大阪市住宅供給公社団体共済部　大阪市負担金の支出について（平成２６年冬期賞与分）
3,296,736

都市整備局 総務課 平成27年01月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
15,844

都市整備局 総務課 平成27年01月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
30,316

都市整備局 総務課 平成27年01月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
141,971

都市整備局 総務課 平成27年01月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
48,233

都市整備局 総務課 平成27年01月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
150,995

都市整備局 総務課 平成27年01月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（１２月分）
17,302

都市整備局 総務課 平成27年01月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用環境におけるプリンタ（Ａ１）長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
7,776

都市整備局 総務課 平成27年01月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（１２月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成27年01月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
21,124

都市整備局 総務課 平成27年01月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
305,814

都市整備局 総務課 平成27年01月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（１２月分）
17,302

都市整備局 総務課 平成27年01月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
5,281

都市整備局 総務課 平成27年01月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度視覚障害対応庁内情報利用パソコン長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
5,778

都市整備局 総務課 平成27年01月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
47,874

都市整備局 総務課 平成27年01月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
38,227

都市整備局 総務課 平成27年01月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
96,466

都市整備局 総務課 平成27年01月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（１２月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成27年01月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
10,105

都市整備局 総務課 平成27年01月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
14,857

都市整備局 総務課 平成27年01月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
5,734
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都市整備局 総務課 平成27年01月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（１２月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成27年01月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
12,058

都市整備局 総務課 平成27年01月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
5,281

都市整備局 総務課 平成27年01月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
9,557

都市整備局 総務課 平成27年01月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
5,778

都市整備局 総務課 平成27年01月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（１２月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成27年01月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
11,556

都市整備局 総務課 平成27年01月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
7,645

都市整備局 総務課 平成27年01月27日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
825

都市整備局 総務課 平成27年01月27日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
17,202

都市整備局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　陽画焼付代金(印刷製本費等)の支出について(１２月発注分)
41,258

都市整備局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　陽画焼付代金(印刷製本費等)の支出について(１２月発注分)
59,535

都市整備局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　陽画焼付代金(印刷製本費等)の支出について(１２月発注分)
79,780

都市整備局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住宅総務事務用　市内出張等にかかる旅費の支出について（１２月分）
28,316

都市整備局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用コピー代金の支出について（１２月分）
45,275

都市整備局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金１２月分の支払いについて
1,196

都市整備局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金１２月分の支払いについて
333,672

都市整備局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金１２月分の支払いについて
48,469

都市整備局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 住宅総務事務用　市内出張等にかかる旅費の支出について（１２月分）
9,134

都市整備局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金１２月分の支払いについて
1,924

都市整備局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金１２月分の支払いについて
928

都市整備局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金１２月分の支払いについて
640

都市整備局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金１２月分の支払いについて
22,352

都市整備局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金１２月分の支払いについて
420

都市整備局 総務課 平成27年01月30日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金１２月分の支払いについて
1,054

政策企画室 秘書担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 一般業務用　市内等出張交通費の支出について（11月分）
5,530

政策企画室 秘書担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成26年12月分）
2,531

政策企画室 秘書担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成26年12月分）
2,133

政策企画室 秘書担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日、日本経済新聞（平成２６年１０月から１２月分）の購入経費の支出について
153,828

政策企画室 秘書担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞（平成２６年１０月から１２月分）の購入経費の支出について
36,333

政策企画室 秘書担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日、日本経済新聞（平成２６年１０月から１２月分）の購入経費の支出について
76,914

政策企画室 秘書担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞（平成２６年１０月から１２月分）の購入経費の支出について
12,111

政策企画室 秘書担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　地方財務実務提要の購入経費の支出について
4,526

政策企画室 秘書担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞（平成２６年１０月から１２月分）の購入経費の支出について
72,666

政策企画室 秘書担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞（平成２６年１０月から１２月分）の購読経費の支出について
12,111

政策企画室 秘書担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞（平成２６年１０月から１２月分）の購読経費の支出について
72,666

政策企画室 秘書担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞（平成２６年１０月から１２月分）購入経費の支出について
36,333

政策企画室 秘書担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日、日本経済新聞（平成２６年１０月から１２月分）の購入経費の支出について
25,638

政策企画室 秘書担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞（平成２６年１０月から１２月分）購入経費の支出について
12,111

政策企画室 秘書担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞（平成２６年１０月から１２月分）の購読経費の支出について
36,333

政策企画室 秘書担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞（平成２６年１０月から１２月分）購入経費の支出について
72,666

政策企画室 秘書担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　燃料費 自動車運行管理用　車両運行に係るガソリン代の支出について（H26.１１月分）
21,285

政策企画室 秘書担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 情報化用　平成24年度庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（平成26年12月分）
30,335

政策企画室 秘書担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（平成26年12月分）
32,903

政策企画室 秘書担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成26年12月分）
68,249

政策企画室 秘書担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（平成26年12月分）
27,809

政策企画室 秘書担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成26年12月分）
17,717

政策企画室 秘書担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 自動車運行管理用　ETC利用高速道路通行料支出について（H26.１１月分）
33,600
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政策企画室 秘書担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用普通乗用車一式２台　長期借入（H26.１２月分）の支出について
94,824

政策企画室 秘書担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室自家用普通乗用車一式　借入契約の支出について（Ｈ26.１２月分）
60,264

政策企画室 秘書担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用普通乗用車一式１台　長期借入（H26.１２月分）の支出について
51,408

政策企画室 秘書担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成26年12月分）
44,788

政策企画室 秘書担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成26年12月分）
3,796

政策企画室 秘書担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成26年12月分）
10,123

政策企画室 秘書担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成26年12月分）
29,859

政策企画室 秘書担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成26年12月分）
4,266

政策企画室 秘書担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（平成26年12月分）
16,451

政策企画室 秘書担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（平成26年12月分）
19,252

政策企画室 秘書担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 自動車運行管理用　基本外業務委託料の支出について（H26.１２月分）
55,740

政策企画室 秘書担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 自動車運行管理用　特別職車運行管理業務委託の支出について（H26.１２月分）
1,144,800

政策企画室 政策企画担当 平成27年01月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 企画部事務用　市内等出張交通費の支出について（１１月分）
10,520

政策企画室 政策企画担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 企画部事務用　コピー代金及び関連消耗品代の支出について（平成２６年１２月分）
49,671

政策企画室 政策企画担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと納税クレジット立替払い手数料の支出について（平成２６年１１月寄附分）
2,488

政策企画室 政策企画担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと納税クレジット立替払い手数料の支出について（平成２６年１１月寄附分）
6,364

政策企画室 政策企画担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 ふるさと納税インターネットクレジット納付システム運営利用料の支出について（平成２６年１２月分）
1,080

政策企画室 政策調査担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報償費　報償金 「平成26年度大阪市における人口減少に関する調査業務委託」にかかる委託候補者選定委員会の報償金の支出について
43,760

政策企画室 広報担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 インターネット関連経費　業務用パソコン回線使用料（NTT）及びインターネットプロバイダー使用料の支出について（11月分）
8,013

政策企画室 広報担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 平成２６年１１月分政策企画室広報担当市内出張交通費の支出について
9,108

政策企画室 広報担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　印刷製本費 点字版「区広報紙市政情報」（平成27年1月号）概算印刷に係る経費の支出について
263,932

政策企画室 広報担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 区の広報紙における「市政情報部分」の企画編集業務（平成27年1月号）に係る経費の支出について
372,600

政策企画室 広報担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 政策企画室市民情報部平成26年12月分コピー代金の支出について
33,717

政策企画室 広報担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 インターネット検証用　携帯電話利用料（au12月分）の支出について
2,258

政策企画室 広報担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 インターネット検証用　携帯電話利用料（ソフトバンク12月分）の支出について
7,207

政策企画室 広報担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 ホームページ運用管理システムスマートフォン向けコンテンツ変換用ネットワークサービス提供業務委託の経費の支出について（12月分）
118,800

政策企画室 広報担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 平成26年度地下鉄・駅構内設置の広報板へのポスター掲出業務委託にかかる経費の支出について（12月分）
47,421

政策企画室 広報担当 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 インターネット事業用　広報事務処理パソコン等機器類長期借入賃借料の支出について（12月分）
12,960

政策企画室 広報担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 外国語版広報関連用　大阪市外国語版ホームページ作成・更新業務にかかる経費の支出について（12月分）
27,864

政策企画室 広報担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 インターネット関連経費　業務用パソコン回線使用料（NTT）及びインターネットプロバイダー使用料の支出について（12月分）
8,013

政策企画室 広報担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 平成26年度　区役所広報担当に対する研修事業の実施に係る経費の支出について
2,236,680

政策企画室 報道担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 報道事務参考用　大阪日日新聞の購読にかかる経費の支出について（１０月～１２月分）
6,150

政策企画室 報道担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 報道事務用　新聞記事のクリッピング業務委託の実施にかかる経費の支出について（平成26年12月分）
287,280

政策企画室 報道担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　インターネット行財政情報サービス「ｉＪＡＭＰ」の利用にかかる経費の支出について（10～12月分）
2,235,600

政策企画室 報道担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　全録システム機器「地上デジタル波対応版　ＳＰＩＤＥＲ　ＰＲＯ」の長期借入にかかる経費の支出について（平成26年12月分）
24,507

政策企画室 報道担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 報道業務用　市内出張にかかる交通費の支出について（平成26年12月分）
1,140

政策企画室 報道担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 報道事務用　公用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（平成26年12月分）
7,643

政策企画室 報道担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　「日経テレコン21 Knowledge Passport Fast Track」の利用にかかる経費の支出について（12月分）
89,640

政策企画室 報道担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 報道事務用　ウイルスバスター等の購入にかかる経費の支出について
6,609

政策企画室 報道担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　筆耕翻訳料 報道事務用　市長会見等のテキストデータ作成（12月分）にかかる経費の支出について
9,136

政策企画室 報道担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 報道事務用　全録システム機器「地上デジタル波対応版　ＳＰＩＤＥＲ　ＰＲＯ」データ提供等業務の委託にかかる経費の支出について（平成26年12月分）
64,800

政策企画室 報道担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 報道担当全録システム用　インターネットプロバイダー利用料の支出について（11月分So-net及び12月分NTT回線利用料）
7,149

政策企画室 報道担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　ＦＡＸ一斉送信サービス（Fax2Mail）利用にかかる経費の支出について（平成26年12月分）
9,031

政策企画室 広聴担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 総合コールセンター用　電話回線使用料の支出について（１１月利用分）
142,255

政策企画室 広聴担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（平成26年12月分）
17,025

政策企画室 広聴担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 「市民の声データベース」用機器一式の賃借経費の支出について（１２月分）
68,969

政策企画室 広聴担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（平成26年12月分）
20,809

政策企画室 広聴担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（平成26年12月分）
5,742
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政策企画室 広聴担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 総合コールセンター用　電話回線使用料の支出について（１２月利用分）
143,333

政策企画室 広聴担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 正面・南玄関案内窓口でのインターネット回線の利用契約にかかる経費の支出について（１２月分）
20,520

政策企画室 広聴担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 大阪市役所受付案内業務委託に係る経費の支出について（１２月分）
371,956

政策企画室 東京事務所 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用事務用品（リサイクルコピーペーパーＡ３他２点）購入経費の支出について
33,520

政策企画室 東京事務所 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度東京事務所公舎用賃料の支出について（２月分）
884,000

政策企画室 東京事務所 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　船車賃借料 東京事務所事務用四輪自動車レンタル経費（１２月分）の支出について
7,236

政策企画室 東京事務所 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 東京事務所事務用都内出張等交通旅費（１２月分）の支出について
2,633

政策企画室 東京事務所 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用読売新聞（１０月～１２月）購入経費の支出について
12,111

政策企画室 東京事務所 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用産経新聞（１０月～１２月）購入経費の支出について
9,104

政策企画室 東京事務所 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用朝日新聞・東京新聞（１０月～１２月）購入経費の支出について
22,140

政策企画室 東京事務所 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用毎日新聞（１０月～１２月）購入経費の支出について
12,111

政策企画室 東京事務所 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用日本経済新聞（１０月～１２月）購入経費の支出について
13,527

政策企画室 東京事務所 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 乾式電子複写機による複写（白黒）の単価契約にかかる支出（１２月分）について
26,090

政策企画室 東京事務所 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度ファクシミリ賃貸借契約の変更にかかる経費（１２月分）の支出について
8,424

政策企画室 東京事務所 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用ネットワーク機器等一式(東京事務所)にかかる経費（１２月分）の支出について
13,586

政策企画室 東京事務所 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン機器等（東京事務所）一式長期借入契約の経費（１２月分）の支出について
22,283

政策企画室 東京事務所 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 情報化用　平成２４年度庁内情報利用パソコン長期借入経費（１２月分）の支出について
2,878

健康局 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 もと職員大宮寮にかかる電話代の支出について（11月使用分）
3,500

健康局 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 もと母子保健センター看護師寮にかかる電話代の支出について（11月使用分）
3,878

健康局 総務課 平成27年01月14日 一般会計第１部 健康費 市民病院費 管理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（病院Ｇ１０・１１月分）の支出について
13,160

健康局 総務課 平成27年01月15日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 もと職員大宮寮にかかる電気代の支出について（12月分）
10,564

健康局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等長期借入（平成25年度契約分）経費の支出について（平成26年12月分）
207,857

健康局 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等長期借入（平成24年度契約分）経費の支出について（平成26年12月分）
285,191

健康局 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成26年度複写電送装置(ファックス機) 長期借入経費の支出について（12月分）
8,100

健康局 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成26年度もと職員大宮寮における機械警備委託料の支出について（10月分）
10,260

健康局 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成26年度もと母子保健センター看護師寮における機械警備委託料の支出について（10月分）
10,800

健康局 総務課 平成27年01月21日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成26年度視覚障害者用パソコン等機器長期借入経費（12月分）の支出について
38,772

健康局 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　事務参考用大阪日日新聞の買入（年間購読）経費の支出について（１０～１２月分）
6,150

健康局 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　事務参考用朝日新聞の買入（年間購読）経費の支出について（１０～１２月分）
12,111

健康局 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　事務参考用毎日新聞外１点の買入（年間購読）経費の支出について（１０～１２月分）
25,638

健康局 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　事務参考用産経新聞の買入（年間購読）経費の支出について（１０～１２月分）
12,111

健康局 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　事務参考用読売新聞の買入（年間購読）経費の支出について（１０～１２月分）
12,111

健康局 総務課 平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 もと母子保健センター看護師寮にかかる電気代の支出について（12月分）
10,564

健康局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成26年度交流会館における機械警備委託料の支出について（11月分）
11,340

健康局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 交流会館における水道代の支出について（1月分）
1,620

健康局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 もと母子保健センター看護師寮にかかる電話代の支出について（1月使用分）
3,906

健康局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 もと職員大宮寮にかかる電話代の支出について（1月使用分）
3,487

健康局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成26年度もと職員大宮寮における機械警備委託料の支出について（11月分）
10,260

健康局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成26年度もと母子保健センター看護師寮における機械警備委託料の支出について（11月分）
10,800

健康局 経理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
595

健康局 経理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
736

健康局 経理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成２６年度　もと西成保健センター機械警備業務委託料の支出について（１２月分）
58,968

健康局 経理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 経理・調達・管財事務用　市内出張旅費（１０月～１２月分）の支出について
18,378

健康局 経理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 健康総務事業用後納郵便料金の支出について（12月分）
393,650

健康局 健康施策課 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　「国民衛生の動向」外３点買入経費の支出について
10,497

健康局 健康施策課 平成27年01月13日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 備品購入費　機械器具費 一般エックス線直接撮影装置の買入にかかる経費の支出について
4,924,800

健康局 健康施策課 平成27年01月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種検診事業用　エックス線フィルム自動現像機の修理経費の支出について（住之江区）
23,112

健康局 健康施策課 平成27年01月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 健診事業用　サーベイメータ（放射線測定器）の校正にかかる経費の支出について
69,120
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健康局 健康施策課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　其他委員等旅費 各種事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（１２月分）
840

健康局 健康施策課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞買入にかかる経費の支出について（年間購読）第3四半期分
12,111

健康局 健康施策課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞買入にかかる経費の支出について（年間購読）第3四半期分
12,111

健康局 健康施策課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞外１点買入にかかる経費の支出について（年間購読）第3四半期分
25,638

健康局 健康施策課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞買入にかかる経費の支出について（年間購読）第3四半期分
12,111

健康局 健康施策課 平成27年01月21日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 需用費　消耗品費 保健衛生施設用地売却用　ガードフェンス外８点の買入経費の支出について
30,456

健康局 健康施策課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　其他委員等旅費 各種事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（１２月分）
1,800

健康局 健康施策課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　医薬材料費 エックス線直接撮影用フィルム等（富士フィルム社製）買入にかかる経費の支出について（３回目）
23,004

健康局 健康施策課 平成27年01月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 備品購入費　機械器具費 地域保健事業用　放射線防護衝立の買入にかかる経費の支出について
712,800

健康局 健康施策課 平成27年01月29日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 備品購入費　機械器具費 休日急病診療用　自動血球計数CRP測定装置の買入にかかる経費の支出について
11,996,640

健康局 健康施策課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成26年度十三休日急病診療所にかかる不動産賃借料の支出について（平成26年12月分）
135,000

健康局 健康づくり課 平成27年01月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
2,918,160

健康局 健康づくり課 平成27年01月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
2,408,508

健康局 健康づくり課 平成27年01月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年９月分）
3,203,513

健康局 健康づくり課 平成27年01月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　特別旅費 第３２回マンモグラフィ講習会参加にかかる出張命令及び同経費の支出について
31,740

健康局 健康づくり課 平成27年01月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 がん検診事業用　マンモグラフィ講習会参加にかかる経費の支出について
432

健康局 健康づくり課 平成27年01月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 負担金、補助及交付金　会費 がん検診事業用　マンモグラフィ講習会参加にかかる経費の支出について
49,700

健康局 健康づくり課 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 健康づくり課市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
47,713

健康局 健康づくり課 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 すこやか大阪21推進事業用健康づくり啓発ポスター（B2）外1点の印刷経費の支出について
77,760

健康局 健康づくり課 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 がん検診事業用　長白衣等洗濯代の支出について（１１月分）
7,257

健康局 健康づくり課 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 がん検診事業用　長白衣等洗濯代の支出について（１１月分）
8,910

健康局 健康づくり課 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 扶助費　其他扶助金 がん検診推進事業用　償還払い金の支出について（９月分）
6,000

健康局 健康づくり課 平成27年01月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２６年度保健栄養指導事業用栄養士研修会にかかる講師料の支出について
24,160

健康局 健康づくり課 平成27年01月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 がん検診事業用大阪市肝炎検診会議にかかる報償金の支出について
41,610

健康局 健康づくり課 平成27年01月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 すこやか大阪２１推進事業用NCD重症化予防対策会議にかかる報償金の支出について（平成26年度10月・11月分）
2,240

健康局 健康づくり課 平成27年01月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健栄養指導用栄養関係法規類集追録２３２号・２３３号買入にかかる経費の支出について
17,324

健康局 健康づくり課 平成27年01月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 乳がん・骨量検査事業関係業務　委託料（長期継続契約）の支出について（平成２６年１２月分）
398,520

健康局 健康づくり課 平成27年01月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 乳がん・骨量検査事業関係業務　委託料（長期継続契約）の支出について（平成２６年１２月分）
2,250,860

健康局 健康づくり課 平成27年01月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 乳がん・骨量検査事業関係業務　委託料（長期継続契約）の支出について（平成２６年１２月分）
349,920

健康局 健康づくり課 平成27年01月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入の経費支出について（平成２６年１２月分）
12,331

健康局 健康づくり課 平成27年01月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入の経費支出について（平成２６年１２月分）
5,489

健康局 健康づくり課 平成27年01月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 扶助費　其他扶助金 がん検診推進事業用　償還払い金の支出について（１１月分）
6,800

健康局 健康づくり課 平成27年01月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 扶助費　其他扶助金 がん検診推進事業用　償還払い金の支出について（１１月分）
45,000

健康局 健康づくり課 平成27年01月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 扶助費　其他扶助金 がん検診推進事業用　償還払い金の支出について（１１月分）
300

健康局 健康づくり課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 大阪市歯周疾患検診事業用（歯周疾患検診）委託料の支出について（１１月分）
119,764

健康局 健康づくり課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２６年度公衆衛生医学調査研究事業における血液検査業務委託契約（概算契約）の経費支出について（平成２６年１０月分）
105,796

健康局 健康づくり課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２６年度公衆衛生医学調査研究事業における血液検査業務委託契約（概算契約）の経費支出について（平成２６年１１月分）
12,052

健康局 健康づくり課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健栄養指導事業等用模造紙外２５点買入にかかる経費の支出について
29,575

健康局 健康づくり課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健栄養指導事業等用模造紙外２５点買入にかかる経費の支出について
40,439

健康局 健康づくり課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健栄養指導事業等用模造紙外２５点買入にかかる経費の支出について
20,490

健康局 健康づくり課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度保健栄養指導事業用 食育研修会会場使用料にかかる経費の支出について（１月２２日実施分）
37,600

健康局 健康づくり課 平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２６年１２月分）
40,067

健康局 健康づくり課 平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２６年１２月分）
69,726

健康局 健康づくり課 平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２６年１２月分）
4,559

健康局 健康づくり課 平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２６年１２月分）
91,368

健康局 健康づくり課 平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２６年１２月分）
9,389

健康局 健康づくり課 平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２６年１２月分）
96,481

健康局 健康づくり課 平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託（追加分）(概算契約)の経費支出について（平成２６年１２月分）
59,243
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健康局 健康づくり課 平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２６年１２月分）
1,737

健康局 健康づくり課 平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託（追加分）(概算契約)の経費支出について（平成２６年１２月分）
93,856

健康局 健康づくり課 平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２６年１２月分）
22,430

健康局 健康づくり課 平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２６年１２月分）
2,757

健康局 健康づくり課 平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２６年１２月分）
1,192

健康局 健康づくり課 平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２６年１２月分）
36,167

健康局 健康づくり課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 骨粗しょう症対策事業用　大阪市骨粗鬆症検診会議にかかる報償金の支出について
33,950

健康局 健康づくり課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 平成２６年度森永ミルク中毒事件全国担当係長会議への出張命令及び同経費の支出について
28,840

健康局 健康づくり課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健師指導事務用「厚生福祉」買入にかかる経費の支出について（平成26年10月～12月分）
13,284

健康局 健康づくり課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診事業用　後納郵便料の支出について（１２月分）
21,966

健康局 健康づくり課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１１月分）
22,275,824

健康局 健康づくり課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１１月分）
3,986,910

健康局 健康づくり課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１１月分）
20,577,192

健康局 健康づくり課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１１月分）
400,512

健康局 健康づくり課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１１月分）
16,692,228

健康局 健康づくり課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１１月分）
15,376,844

健康局 健康づくり課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１１月分）
504,819

健康局 健康づくり課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１１月分）
19,179,924

健康局 健康づくり課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１１月分）
19,181,589

健康局 健康づくり課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１１月分）
9,521,748

健康局 健康づくり課 平成27年01月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健栄養指導事業用「臨床栄養」外１点買入にかかる経費の支出について（１月分）
2,176

健康局 健康づくり課 平成27年01月27日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 工事請負費　改修工事費 検診事業用大正車庫シャッター補修工事にかかる経費の支出について
1,512,000

健康局 生活衛生課 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 報償費　報償金 医薬品等の適正な使用に関する普及啓発事業用講師報償金の支出について（平成２６年１２月１０日実施分）
8,960

健康局 生活衛生課 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　コピー代金の支出について（平成２６年１１月分）
13,480

健康局 生活衛生課 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　コピー代金の支出について（平成２６年１１月分）
5,278

健康局 生活衛生課 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　コピー代金の支出について（平成２６年１１月分）
12,484

健康局 生活衛生課 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 狂犬病予防事業用　動物管理センター電気料金の支出について（平成２６年１１月分）
216,299

健康局 生活衛生課 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 と畜検査事業用　電話回線使用料の支出について（食肉衛生検査所　平成２６年１１月分）
2,576

健康局 生活衛生課 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　動物管理センター一般廃棄物収集・運搬業務委託料の支出について（平成２６年１１月分）
5,415

健康局 生活衛生課 平成27年01月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油分にかかる支出について（平成２６年１１月分）
15,085

健康局 生活衛生課 平成27年01月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油分にかかる支出について（平成２６年１１月分）
18,480

健康局 生活衛生課 平成27年01月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　東部市場食品衛生検査所　電気・上下水道料金の支出について（１１月分）
87,300

健康局 生活衛生課 平成27年01月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　中央食品衛生検査所　電気・上下水道料金の支出について（１１月分）
156,639

健康局 生活衛生課 平成27年01月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 動物愛護管理事業用「なにわ88す6179」の法定１２か月点検経費の支出について
16,200

健康局 生活衛生課 平成27年01月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（１１月分）
57,773

健康局 生活衛生課 平成27年01月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（１１月分）
8,249

健康局 生活衛生課 平成27年01月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（１１月分）
6,418

健康局 生活衛生課 平成27年01月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（１１月分）
10,971

健康局 生活衛生課 平成27年01月07日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 生活衛生監視事務所管理運営用　自転車購入経費の支出について
75,470

健康局 生活衛生課 平成27年01月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
83,691

健康局 生活衛生課 平成27年01月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 所有者不明ねこの適正管理推進事業用猫用捕獲器の買入経費の支出について
50,544

健康局 生活衛生課 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　外付けハードディスク購入にかかる経費の支出について
11,340

健康局 生活衛生課 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２６年度「設備と管理」外３点　買入にかかる経費の支出について（１２月分）
1,393

健康局 生活衛生課 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２６年度「設備と管理」外３点　買入にかかる経費の支出について（１２月分）
1,461

健康局 生活衛生課 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境影響評価法令・通知・条例集４２号　外１点にかかる買入経費の支出について
9,388

健康局 生活衛生課 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２６年度「設備と管理」外３点　買入にかかる経費の支出について（１２月分）
3,693

健康局 生活衛生課 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 と畜検査事業用　大阪市食肉衛生検査所における産業廃棄物の収集・運搬及び処分業務の実施にかかる経費の支出について（１１月分）
53,136

健康局 生活衛生課 平成27年01月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年１１月分）
43,428
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健康局 生活衛生課 平成27年01月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年１１月南東部生活衛生監視事務所外２件分）
3,461

健康局 生活衛生課 平成27年01月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年１１月分）
11,291

健康局 生活衛生課 平成27年01月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　蒸留水外１点の買入経費の支出について（１２月発注分）
5,724

健康局 生活衛生課 平成27年01月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年１１月分）
6,132

健康局 生活衛生課 平成27年01月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年１１月南東部生活衛生監視事務所外２件分）
5,762

健康局 生活衛生課 平成27年01月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年１１月分）
4,659

健康局 生活衛生課 平成27年01月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年１１月分）
5,970

健康局 生活衛生課 平成27年01月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 乳肉衛生事業用　ノロウイルス啓発用リーフレット外２点の印刷にかかる経費の支出について
111,084

健康局 生活衛生課 平成27年01月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 乳肉衛生事業用　ノロウイルス啓発用リーフレット外２点の印刷にかかる経費の支出について
170,516

健康局 生活衛生課 平成27年01月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 乳肉衛生事業用　ノロウイルス啓発用リーフレット外２点の印刷にかかる経費の支出について
40,695

健康局 生活衛生課 平成27年01月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　平成２７年版食品衛生小六法　買入経費の支出について
74,520

健康局 生活衛生課 平成27年01月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　スクリューバイアル外２点の買入経費の支出について（１２月発注分）
24,181

健康局 生活衛生課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 と畜検査事業用　平成２６年度食肉衛生・食鳥肉衛生技術研修会研究発表の出席にかかる経費の支出について
37,380

健康局 生活衛生課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 監視事務所監視運営用　複写電送装置５台の長期借入（長期継続契約）経費の支出について（12月分）
30,888

健康局 生活衛生課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 小規模事業用小規模受水槽業務システム機器の借入経費の支出について（12月分）
42,768

健康局 生活衛生課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について（12月分）
5,565

健康局 生活衛生課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 食品衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について（12月分）
5,712

健康局 生活衛生課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について（12月分）
11,130

健康局 生活衛生課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について（12月分）
5,565

健康局 生活衛生課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　平成２６年度食肉衛生・食鳥肉衛生技術研修会研究発表の出席にかかる経費の支出について
37,940

健康局 生活衛生課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 薬務事務事業用　薬務台帳管理システム用機器長期借入にかかる使用料の支出について（平成２６年１２月分）
13,738

健康局 生活衛生課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 狂犬病予防事業用　ETC利用高速道路通行料の支出について（１１月分）
23,000

健康局 生活衛生課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
599,940

健康局 生活衛生課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
614,412

健康局 生活衛生課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
95,040

健康局 生活衛生課 平成27年01月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　食品表示マニュアル追録の買入に係る経費の支出について（１１月納品分）
31,320

健康局 生活衛生課 平成27年01月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用試買検査検体購入経費の支出について
15,000

健康局 生活衛生課 平成27年01月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　食品関係公正取引法規集追録外１点の買入に係る経費の支出について（１１月納品分）
17,236

健康局 生活衛生課 平成27年01月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 食品衛生事業用試買検査検体購入経費の支出について
4,000

健康局 生活衛生課 平成27年01月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 食品衛生事業用試買検査検体購入経費の支出について
2,500

健康局 生活衛生課 平成27年01月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　犬・ねこ・その他動物屍体の収集・運搬、処理業務委託料の支出について（平成２６年１２月分）
94,672

健康局 生活衛生課 平成27年01月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 生活衛生一般事務用　官報情報検索サービス利用にかかる経費の支出について（平成２６年１０～１２月分）
6,480

健康局 生活衛生課 平成27年01月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 特定建築物等規制指導事業用　空気環境測定器の長期借入にかかる支出について（平成２６年１２月分）
23,100

健康局 生活衛生課 平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 と畜検査事業用　と畜場、食鳥処理場におけるＨＡＣＣＰ導入研修会の出席及び同経費の支出について（１月２３日開催分）
29,240

健康局 生活衛生課 平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用　「畜産の研究」（平成２７年１月号～３月号）買入経費の支出について（１月分）
2,074

健康局 生活衛生課 平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　動物管理センター機械警備業務委託料の支出について（平成２６年１２月分）
7,668

健康局 生活衛生課 平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
126,360

健康局 生活衛生課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 狂犬病予防事業用二重リングの買入経費の支出について
24,948

健康局 生活衛生課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用ＥＢ試薬外４点の買入経費の支出について
15,282

健康局 生活衛生課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用ＥＢ試薬外４点の買入経費の支出について
9,720

健康局 生活衛生課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用食品表示マニュアル追録の買入経費の支出について
12,528

健康局 生活衛生課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　飼料費 狂犬病予防事業用成犬用総合栄養食の買入経費の支出について
81,000

健康局 生活衛生課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　分担金 乳肉衛生事業用　中央卸売市場業務管理棟にかかる共益費の支出について（１月分）
599,903

健康局 生活衛生課 平成27年01月23日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 委託料　委託料 小規模受水槽衛生対策業務システム移行作業業務委託にかかる経費の支出について
2,741,580

健康局 生活衛生課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等携帯電話使用料の支出について（１２月分）
51,532

健康局 生活衛生課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用ペニシリナーゼ外４７点の買入経費の支出について
244,047

健康局 生活衛生課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用ディスポーザブル遠心管の買入経費の支出について
32,400

健康局 生活衛生課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用ペニシリナーゼ外４７点の買入経費の支出について
745
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健康局 生活衛生課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用ペニシリナーゼ外４７点の買入経費の支出について
36,461

健康局 生活衛生課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用ペニシリナーゼ外４７点の買入経費の支出について
430,769

健康局 生活衛生課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等携帯電話使用料の支出について（１２月分）
28,967

健康局 生活衛生課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　収去検査にかかる宿泊施設の借上の実施にかかる経費の支出について（１２月分）
6,264

健康局 生活衛生課 平成27年01月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用注射麻酔薬の買入経費の支出について
12,830

健康局 生活衛生課 平成27年01月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用水酸化カリウム外１８点の買入経費の支出について
48,708

健康局 生活衛生課 平成27年01月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用水酸化カリウム外１８点の買入経費の支出について
397,051

健康局 生活衛生課 平成27年01月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用チャック付ポリ袋外６点の買入経費の支出について
76,820

健康局 生活衛生課 平成27年01月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用チャック付ポリ袋外６点の買入経費の支出について
4,914

健康局 生活衛生課 平成27年01月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用馬無菌脱繊維血液の買入経費の支出について(12月26日納期分）
9,979

健康局 生活衛生課 平成27年01月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用　動物愛護相談室にかかるコピー代金の支出について（平成２６年１２月分）
12,090

健康局 生活衛生課 平成27年01月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用水酸化カリウム外１８点の買入経費の支出について
22,529

健康局 生活衛生課 平成27年01月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 「なにわ88す6179」の法定１２か月点検にかかる追加整備の経費の支出について
77,889

健康局 生活衛生課 平成27年01月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　動物管理センター庁舎清掃業務委託料の支出について（平成２６年１２月分）
54,900

健康局 生活衛生課 平成27年01月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
1,536,300

健康局 生活衛生課 平成27年01月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
210,600

健康局 生活衛生課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２６年度「設備と管理」外３点　買入にかかる経費の支出について（１月分）
1,393

健康局 生活衛生課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２６年度「設備と管理」外３点　買入にかかる経費の支出について（１月分）
1,461

健康局 生活衛生課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２６年度「設備と管理」外３点　買入にかかる経費の支出について（１月分）
3,693

健康局 生活衛生課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（動物管理センター１２月分）の支出について
18,156

健康局 生活衛生課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　中央食品衛生検査所　電気・上下水道料金の支出について（１２月分）
165,916

健康局 生活衛生課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 狂犬病予防等事業用「なにわ100さ3908」の法定１２か月点検経費の支出について
15,660

健康局 生活衛生課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（食肉衛生検査所１２月分）の支出について
6,537

健康局 生活衛生課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 と畜検査事業用　食肉衛生検査所庁舎清掃業務委託の実施にかかる経費の支出について（１２月分）
71,550

健康局 生活衛生課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２６年度　乳肉衛生事業用　中央卸売市場食品衛生検査所清掃業務の実施にかかる経費の支出について（１２月分）
9,990

健康局 生活衛生課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　動物管理センター一般廃棄物収集・運搬業務委託料の支出について（平成２６年１２月分）
6,650

健康局 生活衛生課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（動物管理センター１２月分）の支出について
5,000

健康局 生活衛生課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　食鳥検査にかかる宿泊施設借上の実施にかかる経費の支出について（１２月分）
119,841

健康局 生活衛生課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 営業指導事業用　０.２mol/l過マンガン酸カリウム溶液買入に係る経費の支出について（１２月分）
874

健康局 生活衛生課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用ベンゼン外１８点の買入経費の支出について
2,181

健康局 生活衛生課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用ベンゼン外１８点の買入経費の支出について
27,259

健康局 生活衛生課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　建物修繕料 狂犬病予防事業用　動物管理センター駐車場会所蓋修繕料の支出について
140,400

健康局 こころの健康センター 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 総合福祉システム（福祉五法）出力帳票等封入封緘業務（概算契約）委託経費の支出について（１２月分）
237,879

健康局 こころの健康センター 平成27年01月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　コピー代金及び関連消耗品代の支出について（11月分）
30,034

健康局 こころの健康センター 平成27年01月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（１１月提供分）
108,719

健康局 こころの健康センター 平成27年01月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（１１月提供分）
391,267

健康局 こころの健康センター 平成27年01月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（１１月提供分）
191

健康局 こころの健康センター 平成27年01月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（１１月提供分）
2,064

健康局 こころの健康センター 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）研修への出席及び同経費の支出について
73,840

健康局 こころの健康センター 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神障がい者ピアサポーター育成講座講師謝礼の支出について（11月4日分）
10,880

健康局 こころの健康センター 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業用　平成２６年度精神保健福祉関係職員現任研修にかかる講師謝礼金の支出について（11月21日、28日、12月2日、16日分）
78,900

健康局 こころの健康センター 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神障がい者ピアサポーター育成講座講師謝礼の支出について（11月10日分）
10,880

健康局 こころの健康センター 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　厚生福祉（平成２６年４月～平成２７年３月）買入代金の支出について（平成２６年１０月～平成２６年１２月分）
13,284

健康局 こころの健康センター 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 精神保健事業用　こころの健康センター複写電送装置の借入代金の支出について（12月分）
6,300

健康局 こころの健康センター 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 措置入院事業用（１２月審査分・国保）入院費の支出について
616,835

健康局 こころの健康センター 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 措置入院事業用（１２月審査分・後期高齢）入院費の支出について
29,390

健康局 こころの健康センター 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保（後期高齢）・１月審査分（概算））
1,867,233

健康局 こころの健康センター 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保・１月審査分（概算））
97,830,437
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健康局 こころの健康センター 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（１２月審査分・後期高齢）支払事務委託料の支出について
98

健康局 こころの健康センター 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（１２月審査分・国保）支払事務委託料の支出について
686

健康局 こころの健康センター 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（１２月審査分・国保）支払事務委託料の支出について
2,591,806

健康局 こころの健康センター 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（１２月審査分・後期高齢）支払事務委託料の支出について
68,600

健康局 こころの健康センター 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（１１月審査分・社保）レセプト電子データ提供委託料の支出について
129,928

健康局 こころの健康センター 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（１２月審査分・社保）支払事務委託料の支出について
3,666,727

健康局 こころの健康センター 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（１１月審査分・社保）レセプト電子データ提供委託料の支出について
586

健康局 こころの健康センター 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（１２月審査分・社保）支払事務委託料の支出について
3,216

健康局 こころの健康センター 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（社保・１月審査分（概算））
533,056,000

健康局 こころの健康センター 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 精神障がい者措置入院費の支出について（社保・１月審査分（概算））
20,339,000

健康局 こころの健康センター 平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（１２月審査分・介護）支払事務委託料の支出について
2,660

健康局 こころの健康センター 平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療（精神通院）（１２月審査分・介護）医療費の支出について
118,906

健康局 こころの健康センター 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療事業用　精神保健指定医の診察に係る報酬及び旅費の支出について（11月分）
201,400

健康局 こころの健康センター 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療事業用　精神保健指定医の診察に係る報酬及び旅費の支出について（11月分）
5,960

健康局 こころの健康センター 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　総福改ざん防止連票（Ａ４縦）の印刷代金の支出について
159,840

健康局 こころの健康センター 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　精神保健福祉関係例規集追録（208-209号）の買入にかかる経費の支出について
9,900

健康局 こころの健康センター 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　小口支払基金繰戻金（こころの健康センター）１０～１２月分の支出について
10,368

健康局 こころの健康センター 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用　小口支払基金繰戻金（こころの健康センター）１０～１２月分の支出について
16,400

健康局 こころの健康センター 平成27年01月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神医療事業用　精神科一次救急医療体制整備事業委託経費の支出について（第４四半期分）
7,069,625

健康局 こころの健康センター 平成27年01月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神医療事業用　精神保健搬送車運行等業務委託経費の支出について（１２月分）
345,600

健康局 こころの健康センター 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神保健事業用　大阪市都島センタービルの建物・設備の管理及び保守並びに保安・警備に関する業務委託経費の支出について（12月分）
207,444

健康局 こころの健康センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療事業用　精神保健指定医の診察に係る報酬及び旅費の支出について（12月分）
181,260

健康局 こころの健康センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療事業用　精神保健指定医の診察に係る報酬及び旅費の支出について（12月分）
6,840

健康局 こころの健康センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（11月分）
152,019

健康局 こころの健康センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（11月分）
27,556

健康局 こころの健康センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用　庁内情報ネットワークにかかる回線使用料等の支出について（１１月分）
5,130

健康局 こころの健康センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（12月分）
174

健康局 こころの健康センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（12月分）
16,612

健康局 こころの健康センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（12月分）
5,642

健康局 こころの健康センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（12月分）
584

健康局 こころの健康センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（12月分）
2,050

健康局 こころの健康センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（12月分）
266,292

健康局 こころの健康センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（12月分）
3,144

健康局 こころの健康センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院医療）受給者別一覧表電子媒体提供料の支出について（国保・１２月審査分）
3,000

健康局 こころの健康センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神保健事業用　大阪市都島センタービル清掃業務委託経費の支出について（12月分）
41,407

健康局 保健所管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年１１月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪赤十字病院分）
13,424

健康局 保健所管理課 平成27年01月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 国民健康・栄養調査及び食生活習慣改善指導事業用色上質紙外９点購入経費の支出について
8,370

健康局 保健所管理課 平成27年01月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 国民健康・栄養調査及び食生活習慣改善指導事業用色上質紙外９点購入経費の支出について
14,229

健康局 保健所管理課 平成27年01月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年１１月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪市立住吉市民病院分）
26,848

健康局 保健所管理課 平成27年01月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２６年度食生活習慣改善指導業務委託（概算契約）に係る委託料の支出について（１１月分）
422,582

健康局 保健所管理課 平成27年01月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 輪転機インキ（「難病診断を受けた方へ」印刷用）の買入にかかる経費の支出について
6,264

健康局 保健所管理課 平成27年01月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 平成26年度小児慢性特定疾患医療用補装具費用の支出について（10月29日申請分）
25,716

健康局 保健所管理課 平成27年01月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年１１月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪府立急性期・総合医療センター分）
11,890

健康局 保健所管理課 平成27年01月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年１１月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪市立総合医療センター分）
40,273

健康局 保健所管理課 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 難病患者療養相談会の実施に係る講師料の支出について（平成26年12月6日分）
12,680

健康局 保健所管理課 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 公害健康被害補償事業用公害健康被害認定審査会委員報酬の支出について（１０月分）
567,450

健康局 保健所管理課 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 公害健康被害補償事業用公害健康被害認定審査会委員報酬の支出について（１０月分）
13,520

健康局 保健所管理課 平成27年01月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 平成２６年国民健康・栄養調査用料理カード購入経費の支出について
92,800
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健康局 保健所管理課 平成27年01月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市小児慢性特定疾患児等ピアカウンセリング事業委託料の支出について（第４四半期分）
522,275

健康局 保健所管理課 平成27年01月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用障害補償費の支出について（１月分）
442,200

健康局 保健所管理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成２６年１２月分アトピー相談医師報償金の支出について
74,670

健康局 保健所管理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害健康被害補償事業用切手買入経費（療養手当請求書返信用）の支出について
352,600

健康局 保健所管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 施設管理用船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所11月分）
51,946

健康局 保健所管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 施設管理用船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所11月分）
1,706

健康局 保健所管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 施設管理用船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所11月分）
1,790

健康局 保健所管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　分担金 施設管理用船場センタービル管理費の支出について（保健衛生検査所　1月分）
531,832

健康局 保健所管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　分担金 施設管理用船場センタービル修繕積立金の支出について（保健衛生検査所　1月分）
62,081

健康局 保健所管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域リーダー養成（健康講座保健栄養コース）用講師報償金(１２月分)の支出について
27,420

健康局 保健所管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 特定給食施設巡回指導等用市内出張交通費（平成２６年１１月分）の支出について
20,178

健康局 保健所管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 地域リーダー養成（健康講座保健栄養コース用）市内出張交通費(１２月分）の支出について
400

健康局 保健所管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 平成２６年度国民健康・栄養調査用テープのり外７点購入経費の支出について
31,243

健康局 保健所管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（国保　平成27年1月分）（11月診療分　確定払い）
265,463

健康局 保健所管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（国保　平成27年1月分）（11月診療分確定払い）
1,792,006

健康局 保健所管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾患対策事業用医療費の支出について（平成26年12月診療分　国保連）（1月審査分　概算払い）
10,627,117

健康局 保健所管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（2613号）
79,450

健康局 保健所管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（2609号）
55,090

健康局 保健所管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 平成２６年１１月分健康診査事業用市内出張交通費の支出について
3,952

健康局 保健所管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 リサイクルトナーカートリッジの購入にかかる支出について
15,552

健康局 保健所管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年１１月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪市立大学医学部附属病院分）
26,848

健康局 保健所管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について（平成27年1月支払国保分）
173,548

健康局 保健所管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 平成２６年１２月分①インフルエンザ予防接種自己負担費用助成金（６５歳以上）の支出について
61,150

健康局 保健所管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾患対策事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成26年12月審査分　国保連）
63,504

健康局 保健所管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療事業用医療費支払審査委託料の支出について（国保　平成26年12月審査分）
2,548

健康局 保健所管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（国保　平成26年12月審査分）
1,764

健康局 保健所管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 公害健康被害補償事業用公害健康被害認定審査会委員報酬の支出について（１１月分）
435,045

健康局 保健所管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 公害健康被害補償事業用公害診療報酬審査会議委員報酬の支出について（１１月分）
170,235

健康局 保健所管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 公害健康被害補償事業用公害健康被害認定審査会委員報酬の支出について（１２月分）
586,365

健康局 保健所管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 公害健康被害補償事業用公害診療報酬審査会議委員報酬の支出について（１２月分）
170,235

健康局 保健所管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 公害健康被害補償事業用公害健康被害認定審査会委員報酬の支出について（１２月分）
12,760

健康局 保健所管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 公害健康被害補償事業用公害診療報酬審査会議委員報酬の支出について（１１月分）
5,320

健康局 保健所管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 公害健康被害補償事業用公害診療報酬審査会議委員報酬の支出について（１２月分）
5,320

健康局 保健所管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 公害健康被害補償事業用公害健康被害認定審査会委員報酬の支出について（１１月分）
10,220

健康局 保健所管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費の審査支払事務委託料の支出について（平成26年12月国保審査分）
7,128

健康局 保健所管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　放射線技術検査所市内出張交通費の支出について（１１月分）
116,213

健康局 保健所管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 こども難病医療費助成事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成26年12月審査分　社保基金）
391

健康局 保健所管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾患用公費負担医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成26年12月作成分）
6,464

健康局 保健所管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成26年11月診療分　社保基金）
9,076

健康局 保健所管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 こども難病医療費助成事業に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成26年12月作成分）
2

健康局 保健所管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成26年10月診療・平成26年12月作成分）
116

健康局 保健所管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾患対策事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成26年12月審査分　社保基金）
117,038

健康局 保健所管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成26年10月診療・平成26年12月作成分）
1,026

健康局 保健所管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成26年11月診療分　社保基金）
7,223

健康局 保健所管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾患対策事業用医療費の支出について（平成26年12月診療分　社保基金）（1月審査分　概算払い）
27,572,000

健康局 保健所管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（平成27年1月分 社保基金）（12月診療分 概算払い）
1,731,000

健康局 保健所管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（平成27年1月分 社保基金）（12月診療分 概算払い）
3,873,000

健康局 保健所管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 こども難病医療費助成事業用医療費の支出について（平成26年11月診療分　社保基金）（12月審査分　確定払い）
6,066
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健康局 保健所管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費の審査支払事務委託料の支出について（平成26年12月社保基金審査分）
47,699

健康局 保健所管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成26年12月社保基金提供分）
2,414

健康局 保健所管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について（平成27年1月支払社保基金分）
1,309,221

健康局 保健所管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年１１月分健康診査用ＥＴＣ利用の高速道路通行料の支出について
1,830

健康局 保健所管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 小児慢性特定疾患用母子保健医療費公費負担システム用ソフトウェアに係る賃借料の支出について（平成26年度契約済みの長期継続契約分）（平成26年10～12月分）
301,320

健康局 保健所管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 小児慢性特定疾患用母子保健医療費公費負担システム用機器に係る賃借料の支出について（平成26年度契約済みの長期継続契約分）（平成26年12月分）
22,680

健康局 保健所管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 平成２６年度環境保健サーベイランス・システム自治体連絡会に係る旅費の支出について（東京都港区）
29,240

健康局 保健所管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般業務用　ファクシミリ借入経費の支出について（管理課外４件分）（12月分）
6,510

健康局 保健所管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般業務用　ファクシミリ借入経費の支出について（管理課外４件分）（12月分）
26,040

健康局 保健所管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金（大阪市公害健康被害補償事業用12月分）の支出について
570

健康局 保健所管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（大阪市公害健康被害補償事業用12月分）の支出について
8,200

健康局 保健所管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市ぜん息児水泳教室事業（水泳訓練指導等）業務委託料の支出について
892,944

健康局 保健所管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年１２月分健康診査事業に係るパソコン借入経費の支出について
6,804

健康局 保健所管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用未支給の補償給付の支出について　（１２月分：再支出）
22,600

健康局 保健所管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 平成２６年１２月分①インフルエンザ予防接種自己負担費用助成金（６４歳以下）の支出について
421,465

健康局 保健所管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用未支給の補償給付の支出について　（１２月分：再支出）
139,320

健康局 保健所管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度食生活改善地区組織育成・強化推進会議会場使用料の支出について（平成２７年１月３０日実施分）
29,800

健康局 保健所管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 石綿の健康リスク調査に関する関係自治体担当者会議への出席について（東京都千代田区）
28,840

健康局 保健所管理課 平成27年01月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 特定給食施設巡回指導等用市内出張交通費（平成２６年１２月分）の支出について
29,333

健康局 保健所管理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（保健衛生検査所　12月分）の支出について
18,606

健康局 保健所管理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（放射線技術検査所　12月分）の支出について
19,194

健康局 保健所管理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 保健所庁舎管理用電気料金（12月分）の支出について
138,607

健康局 保健所管理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 庁舎管理用　放射線技術検査所にかかる機械警備経費の支出について（平成26年10月～12月分）
51,192

健康局 保健所管理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 先天性代謝異常等検査業務にかかる委託料の支出について（平成26年12月分）
2,322,578

健康局 保健所管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　医師市内出張交通費の支出について（１２月分）
48,692

健康局 保健所管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（管理）市内出張交通費の支出について（１２月分）
6,430

健康局 保健所管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健衛生検査所市内出張交通費の支出について（１２月分）
48,832

健康局 保健所管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（12月分）の支出について
174,370

健康局 保健所管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 業務参考用　平成２６年度毎日新聞購読料の支出について（放射線技術検査所分）（平成26年10月～12月分）
12,111

健康局 保健所管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 業務参考用　平成２６年度読売新聞購読料の支出について（保健衛生検査所）（平成26年10月～12月分）
12,111

健康局 保健所管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 業務参考用　平成２６年度産経新聞購読料の支出について（保健所）（平成26年10月～12月分）
12,111

健康局 保健所管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 業務参考用　平成２６年度読売新聞購読料の支出について（保健所）（平成26年10月～12月分）
12,111

健康局 保健所管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 業務参考用　平成２６年度毎日新聞・日本経済新聞購読料の支出について（保健所）（平成26年10月～12月分）
25,638

健康局 保健所管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 業務参考用　平成２６年度朝日新聞購読料の支出について（保健所）（平成26年10月～12月分）
12,111

健康局 保健所管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年11月分）
960

健康局 保健所管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年11月分）
2,304

健康局 保健所管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年11月分）
864

健康局 保健所管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年11月分）
2,022

健康局 保健所管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年11月分）
3,878

健康局 保健所管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年11月分）
1,754

健康局 保健所管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用未支給の補償給付の支出について　（１月分）
47,200

健康局 保健所管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償一時金の支出について　（１月分）
3,714,000

健康局 保健所管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用未支給の補償給付の支出について　（１月分）
476,795

健康局 保健所管理課 平成27年01月29日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２７年２月分　庁舎管理用　１１０１－２号室にかかる不動産賃借料の支出について
321,358

健康局 保健所管理課 平成27年01月29日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２７年２月分　庁舎管理用　不動産賃借料（１１０１－２号室を除く）の支出について
4,557,013

健康局 保健所管理課 平成27年01月29日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用　保健所管理費及び修繕積立金の支出について（２月分）
1,485,364

健康局 保健所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 保健所庁舎管理用電気料金（12月分）の支出について
198,483

健康局 保健所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
300
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健康局 保健所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
2,290

健康局 保健所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
2,815

健康局 保健所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
141,271

健康局 保健所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
2,183

健康局 保健所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
1,832

健康局 保健所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
19,688

健康局 保健所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
12,250

健康局 保健所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
246

健康局 保健所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
2,160

健康局 保健所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾患用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写磁気媒体の作成業務委託料の支出について（平成27年1月作成分）
3,000

健康局 保健所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写磁気媒体の作成業務委託料の支出について（平成26年1月作成分）
3,000

健康局 保健所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金（管理課保健事業グループ）１２月分の支出について
550

健康局 保健所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 健康診査事業用消耗品（液状のり　外１７点）の購入経費の支出について
59,502

健康局 保健所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
2,912

健康局 保健所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
3,961

健康局 保健所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
840

健康局 保健所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２６年１２月分）
720

健康局 保健所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の着払後納郵便料金の支出について（１２月分）
5,710

健康局 保健所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（１２月分）
8,610

健康局 保健所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（１２月分）
1,991

健康局 保健所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（１２月分）
264,157

健康局 保健所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について（平成27年1月分）
77,640

健康局 保健所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用療養手当の支出について　１月支払分（その１）
81,781,600

健康局 保健所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用診療報酬の支出について（１月支払決定分）その１
255,518,966

健康局 保健所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用診療報酬の支出について（１月支払決定分）その２
13,004,638

健康局 保健所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用療養手当の支出について　１月支払分（その２）
228,600

健康局 保健所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 平成２６年１２月分②インフルエンザ予防接種自己負担費用助成金（６４歳以下）の支出について
314,680

健康局 保健所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 平成２６年１２月分②インフルエンザ予防接種自己負担費用助成金（６５歳以上）の支出について
38,700

健康局 保健医療対策課 平成27年01月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 医療法人設立認可等事業用外付けハードディスク買入経費の支出について
16,923

健康局 保健医療対策課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 医療指導事業用　蛍光マーカー　外７点購入経費の支出について
26,244

健康局 保健医療対策課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用端末機器等長期借入所要経費の支出について(12月分)
346,915

健康局 保健医療対策課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用サーバー機器等長期借入経費の支出について(12月分)
566,700

健康局 保健医療対策課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用端末機器等長期借入所要経費の支出について(12月分)
61,220

健康局 保健医療対策課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用サーバー機器等長期借入経費の支出について(12月分)
100,006

健康局 保健医療対策課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 厚生統計調査用市内出張交通費の支出について（平成26年11～12月分）
3,852

健康局 保健医療対策課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 医療法人設立認可等事業用水性マーカー外３点買入経費の支出について
20,617

健康局 保健医療対策課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 厚生統計調査用デジタル印刷機インキ外１点買入経費の支出について
76,032

健康局 保健医療対策課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医師・歯科医師・薬剤師用料金後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
6,355

健康局 保健医療対策課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可等業務用後納郵便料の支出について（１２月分）
2,944

健康局 保健医療対策課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健衛生情報調査研究事業用後納郵便料金の支出について（１２月分）
776

健康局 保健医療対策課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医師・歯科医師・薬剤師用料金後納郵便料金の支出について（平成26年12月分）
19,556

健康局 保健医療対策課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可等業務用後納郵便料の支出について（１２月分）
7,102

健康局 感染症対策課 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 感染症対策事業に係る携帯電話使用料等の支出について（１１月分）
7,393

健康局 感染症対策課 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 感染症対策事業に係る携帯電話使用料等の支出について（１１月分）
3,940

健康局 感染症対策課 平成27年01月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（下半期・№２）
6,372

健康局 感染症対策課 平成27年01月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 感染症対策事業用　医薬材料（検便容器）に係る買入経費の支出について
12,312

健康局 感染症対策課 平成27年01月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 風しん抗体検査事業用　真空採血管代金の支出について（12月5日発注分）
16,070

健康局 感染症対策課 平成27年01月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 風しん抗体検査事業用　ロック付マイクロチューブ代金の支出について（12月5日発注分）
4,341
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健康局 感染症対策課 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（９月分）
11,544

健康局 感染症対策課 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（９月分）
21,442

健康局 感染症対策課 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（９月分）
25,912

健康局 感染症対策課 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（９月分）
22,886

健康局 感染症対策課 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「舌圧子　外１点」の購入にかかる経費の支出について
85,806

健康局 感染症対策課 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「採血針（真空採血管用）外１点」の購入にかかる経費の支出について
54,108

健康局 感染症対策課 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№５２）
8,181

健康局 感染症対策課 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№６～９）
89,050

健康局 感染症対策課 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種台帳管理システム保守業務の業務委託料の支出について（11月分）
130,680

健康局 感染症対策課 平成27年01月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№４０）
2,596

健康局 感染症対策課 平成27年01月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいDOTS（訪問型服薬支援）事業の委託契約にかかる支出について（１１月分）
2,473,330

健康局 感染症対策課 平成27年01月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症診査協議会用放射線画像管理システム機器賃借料の支出について（１２月分）
24,360

健康局 感染症対策課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 肝炎ウイルス検査事業用　エスプラインＨＢｓＡｇ代金の支出について（12月10日発注分）
10,584

健康局 感染症対策課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 ＨＩＶ検査用試薬　エスプラインＨＩＶ　Ａｇ/Ａｂ代金の支出について（11月28日発注分)
521,640

健康局 感染症対策課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 風しん抗体検査事業用　風しんウイルスR-HI抗体検査キット代金の支出について（12月5日発注分）
110,160

健康局 感染症対策課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 風しん抗体検査事業用　マイクロプレート代金の支出について（12月5日発注分）
54,000

健康局 感染症対策課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 ＨＩＶ検査事業用　セロディアＨＩＶ-1/2代金の支出について（11月28日発注分）
250,560

健康局 感染症対策課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核登録者情報システム用端末機器賃借料の支出について（平成26年12月分）
5,832

健康局 感染症対策課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核登録者情報システム用サーバ機器賃借料（再リース分）の支出について【平成26年12月分】
9,428

健康局 感染症対策課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№９６）
18,093

健康局 感染症対策課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№４３）
3,776

健康局 感染症対策課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度新型インフルエンザ等感染症予防普及啓発に係る費用負担に関する協定書に基づく分担金の支出について
89,726

健康局 感染症対策課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（１月概算分）国保一般
1,742,608

健康局 感染症対策課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（１２月追給分）後期高齢
24,125

健康局 感染症対策課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（１月概算分）後期高齢
30,747

健康局 感染症対策課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（１月概算分）後期高齢
2,799,253

健康局 感染症対策課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（１月概算分）国保一般
486,668

健康局 感染症対策課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「次亜塩素酸ナトリウム外１点」の購入にかかる経費の支出について
22,788

健康局 感染症対策課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（１２月分）後期高齢
19,502

健康局 感染症対策課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（１２月分）国保一般
25,480

健康局 感染症対策課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（１２月分）国保一般
2,156

健康局 感染症対策課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（１２月分）後期高齢
5,488

健康局 感染症対策課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　医薬材料費 結核予防事業用予防接種用ＢＣＧワクチン買入にかかる経費の支出について（１２月分）
5,953,305

健康局 感染症対策課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 結核・感染症対策事業用書籍「保健師・看護師の結核展望１０３号　外２点」購入経費の支出について
54,891

健康局 感染症対策課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 結核事業用公用車燃料費の支出について（１１月分）
22,940

健康局 感染症対策課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 結核事業用公用車燃料費の支払いについて（１１月分）
6,757

健康局 感染症対策課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（支払基金）の支出について（１２月分）
5,050

健康局 感染症対策課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（支払基金）の支出について（１２月分）
40,352

健康局 感染症対策課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症発生動向調査用　ファクシミリの長期借入代金の支出について（長期契約）（平成26年12月分）
7,875

健康局 感染症対策課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 備品購入費　図書購入費 結核・感染症対策事業用書籍「保健師・看護師の結核展望１０３号　外２点」購入経費の支出について
6,669

健康局 感染症対策課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（１月概算分）
9,930,003

健康局 感染症対策課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（１月概算分）
529,997

健康局 感染症対策課 平成27年01月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核接触者健診事業用委託料の支出について（９月分）組戻分
5,292

健康局 感染症対策課 平成27年01月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№１０９）
5,349

健康局 感染症対策課 平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　印刷製本費 ＨＩＶ等検査周知ちらしの印刷経費の支出について
54,000

健康局 感染症対策課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 小口支払基金繰戻金の支出について（保健所感染症対策課結核グループ）１２月５、１９日分
6,048

健康局 感染症対策課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（保健所感染症対策課結核グループ）１２月５、１９日分
8,200

健康局 感染症対策課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症発生動向事業用　感染症患者発生情報収集業務委託料の支出について（第3四半期分）
1,945,206
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健康局 感染症対策課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　消耗品費 予防接種事業用マルチペーパー買入にかかる経費の支出について
46,137

健康局 感染症対策課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物収集・運搬業務及び処分業務委託（処分）にかかる経費の支出について（１２月分）
38,286

健康局 感染症対策課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物収集・運搬業務及び処分業務委託（収集・運搬）にかかる経費の支出について（１２月分）
22,885

健康局 感染症対策課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種事業に係る個別予防接種委託料（１１月分）の支出について
981,374,471

健康局 感染症対策課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　医療扶助金 予防接種健康被害救済事業用　医療費・医療手当の支出について（12月分）
958,060

健康局 感染症対策課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 予防接種健康被害救済事業用　障害年金の支出について（第4四半期）
22,937,590

健康局 感染症対策課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 第２回大阪市結核対策評価委員会にかかる委員報酬等の支出について（平成２６年１２月２６日開催分）
144,045

健康局 感染症対策課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 第２回大阪市結核対策評価委員会にかかる委員報酬等の支出について（平成２６年１２月２６日開催分）
33,160

健康局 感染症対策課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 肝炎ウイルス検査事業用　オーソＨＣＶ　Ａｂ　ＰＡテストⅡ代金の支出について（12月19日発注分）
153,360

健康局 感染症対策課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 管外出張用ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（１１月分）
1,440

健康局 感染症対策課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 管外出張用ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（１１月分）
3,370

健康局 感染症対策課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 管外出張用ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（１１月分）
1,440

健康局 感染症対策課 平成27年01月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（１２月分）
304,095

健康局 感染症対策課 平成27年01月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（１２月分）
8,220

健康局 感染症対策課 平成27年01月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種事業に係る個別予防接種委託料（１０月戻入分）の支出について
260,330

健康局 感染症対策課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２６年度コホート検討会参画医師への報償金の支出について（５回目）
11,360

健康局 感染症対策課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 エボラ出血熱対策研修会への職員の派遣及び同経費の支出について
1,680

健康局 感染症対策課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 性感染症検査事業用　ヒタザイムクラミジア代金の支出について（1月6日発注分）
1,354,320

健康局 感染症対策課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 肝炎ウイルス検査事業用　エスプラインＨＢｓＡｇ代金の支出について（1月7日発注分）
16,934

健康局 感染症対策課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種委託料審査及びパンチデータ作成業務委託料（１０月入力分）の支出について
973,428

健康局 感染症対策課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種委託料審査及びパンチデータ作成業務委託料（１１月入力分）の支出について
3,179,411

健康局 感染症対策課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 HIV検査場用　建物賃貸借契約に係る光熱水費の支出について（12月分）
13,067

健康局 感染症対策課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 HIV検査場用　建物賃貸借契約に係る光熱水費の支出について（12月分）
1,355

健康局 感染症対策課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 HIV検査場用　建物賃貸借契約に係る光熱水費の支出について（12月分）
11,385

健康局 感染症対策課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「クォンティフェロンＴＢ－ゴールド専用採血管」の購入にかかる経費の支出について
345,600

健康局 感染症対策課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「１％小川培地　外１点」の購入にかかる経費の支出について
47,358

健康局 感染症対策課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「遠沈管　外１点」の購入にかかる経費の支出について
14,212

健康局 感染症対策課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「サンプルチューブ　外２点」の購入にかかる経費の支出について
7,138

健康局 感染症対策課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「ＢＢＬＭＧＩＴ抗酸菌システム　外２点」の購入にかかる経費の支出について
24,343

健康局 感染症対策課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「クォンティフェロンＴＢ－ゴールド」の購入にかかる経費の支出について
388,800

健康局 感染症対策課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（１２月分）阿倍野支店分
10,720

健康局 感染症対策課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（１２月分）阿倍野支店分
500

健康局 感染症対策課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（１２月分）阿倍野支店分
2,785

健康局 感染症対策課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（１２月分）阿倍野支店分
10,639

健康局 感染症対策課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（１２月分）阿倍野支店分
3,971

健康局 感染症対策課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（１２月分）阿倍野支店分
830

健康局 感染症対策課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（１２月分）阿倍野支店分
718

健康局 感染症対策課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　火・木・土・日曜日HIV等検査業務委託料の支出について（12月分）
105,791

健康局 感染症対策課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成２６年度喀痰検体等搬送業務の実施及び同経費の支出について（12月分）
11,664

健康局 感染症対策課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症発生動向事業用　定点医療機関検体搬送業務委託料の支出について（概算契約）（12月分）
95,256

健康局 感染症対策課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　火・木・土・日曜日HIV等検査業務委託料の支出について（12月分）
1,056,762

健康局 感染症対策課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　エイズ専門相談業務に係る委託料の支出について（12月分）
109,199

健康局 感染症対策課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 接触者健診用　結核菌インターフェロンγ測定（ＱＦＴ）機器借入経費の支出について（12月分）
17,280

健康局 感染症対策課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（１２月分）阿倍野支店分
164

健康局 感染症対策課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（１２月分）阿倍野支店分
757,152

健康局 感染症対策課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種台帳管理システム保守業務の業務委託料の支出について（１２月分）
130,680

健康局 感染症対策課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 使用料及賃借料　使用料 予防接種台帳管理システム用機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成26年12月分）
56,376

健康局 感染症対策課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 風しんワクチン接種費用助成事業用　風しんワクチン接種費用（償還払い分）の支出について（平成26年12月26日口座振替不能分）
13,471
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健康局 環境衛生監視課 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 専門監視事業用ETC利用高速道路通行料の支出について（環境衛生１０月分）
210

健康局 環境衛生監視課 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 専門監視事業用ETC利用高速道路通行料の支出について（食品衛生１０月分）
6,130

健康局 環境衛生監視課 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 専門監視事業にかかる市内出張交通費の支出について（１１月分）
21,688

健康局 環境衛生監視課 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 専門監視事業用揮発油にかかる支出について（１１月分）
45,256

健康局 環境衛生監視課 平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 専門監視事業用白衣等洗濯にかかる経費の支出について（１１月分）
2,538

健康局 環境衛生監視課 平成27年01月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 専門監視事業用有害家庭用品試買検体購入経費の支出について（１月１４日分）
40,000

健康局 環境衛生監視課 平成27年01月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 専門監視事業用車の修理経費の支出について（なにわ300み1229）
45,975

健康局 環境衛生監視課 平成27年01月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 専門監視事業用車の修理経費の支出について（なにわ300や5580）
19,440

健康局 環境衛生監視課 平成27年01月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 第４２回建築物環境衛生管理全国大会への出席及び同経費の支出について
37,740

健康局 環境衛生監視課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 専門監視事業にかかる市内出張交通費の支出について（１２月分）
13,268

健康局 環境衛生監視課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 専門監視事業用有害家庭用品試買検体購入経費の支出について（１月３０日分）
20,000

健康局 環境衛生監視課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 専門監視事業用有害家庭用品試買検体購入経費の支出について（２月２日分）
50,000

健康局 環境衛生監視課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 専門監視事務用料金後納郵便料金の支出について（１２月分）
7,846

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 北部生活衛生監視事務所事業用市内出張旅費の支出について（１１月分）
48,590

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）１２月分の支出について
242

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）１２月分の支出について
2,240

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 北部生活衛生監視事務所事業用コピー代の支出について（１１月分）
20,994

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 北部生活衛生監視事務所事業用白衣等洗濯にかかる経費の支出について（１１月分）
3,294

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年01月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２６年度１１月分（西部生活衛生監視事務所事業用）コピー代金の支出について
9,188

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年01月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 平成２６年度１１月分（西部生活衛生監視事務所事業用）揮発油代金の支出について
10,999

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 西部生活衛生監視事務所業務用公用車「なにわ４８０え２３４１」定期点検整備（継続検査）にかかる法定費用の支出について
1,100

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　損害保険料 西部生活衛生監視事務所業務用公用車「なにわ４８０え２３４１」定期点検整備（継続検査）にかかる法定費用の支出について
26,370

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 公課費　公課費 西部生活衛生監視事務所業務用公用車「なにわ４８０え２３４１」定期点検整備（継続検査）にかかる法定費用の支出について
6,600

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年01月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 平成２６年度１１月分（西部生活衛生監視事務所事業用）白衣等洗濯代金の支出について
2,268

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所所管)１２月分の支出について
392

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所所管)１２月分の支出について
1,560

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所所管)１２月分の支出について
510

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２６年度１２月分（西部生活衛生監視事務所事業用）コピー代金の支出について
6,922

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 西部生活衛生監視事務所業務用公用車「なにわ４８０え２３４１」定期点検整備（継続検査）にかかる経費の支出について
16,038

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年01月07日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（１１月分）
18,729

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年01月08日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 東部生活衛生監視事務所事業用白衣等の洗濯にかかる経費の支出について（１１月分）
3,618

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年01月14日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 東部生活衛生監視事務所事業用揮発油スタンド給油分にかかる経費の支出について（１１月分）
13,199

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　特別旅費 平成２６年度国立保健医療科学院短期研修受講にかかる経費の支出について
69,560

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年01月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 東部生活衛生監視事務所食品衛生事業用郵便はがきの買入経費の支出について（第４四半期分）
65,520

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 東部生活衛生監視事務所市内出張交通費の支出について（１０月分）
49,078

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 東部生活衛生監視事務所市内出張交通費の支出について（11月分）
43,530

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（１２月分）
500

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（１２月分）
13,389

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成27年01月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 南東部生活衛生監視事務所にかかる市内出張交通費の支出について（１１月分）
20,108

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 南東部生活衛生監視事務所にかかるはがき購入料の支出について（第４四半期）
14,404

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 南東部生活監視事務所にかかる小口支払基金繰戻金の支出について（１２月分）
1,640

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年01月09日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（11月分）
7,183

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 南西部生活衛生監視事業用石油製品買入経費の支出について（11月分）
11,361

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 南西部生活衛生監視事業用「なにわ41つ518」の継続検査点検基本整備にかかる経費の支出について
10,638

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年01月21日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金1月分（1月8日・1月13日分）の支出について
10,584

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年01月21日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（11月分）
3,498

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年01月21日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金12月分の支出について
1,020

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年01月21日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金1月分（1月8日・1月13日分）の支出について
300
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健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年01月21日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金12月分の支出について
2,550

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年01月21日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（11月分）
1,632

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 監視事務所事業用事務用品（東芝ＦＡＸ用トナー）の買入経費の支出について
27,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 管理業務用　Bフレッツ回線使用料の支出について(11月分）
6,231

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 環境科学研究所検査業務用　ＥＴＣ高速道路使用料（１０月分）の支出について
13,990

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月06日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ｄｃＧＴＸ２＆３標準品　他６７点購入及び経費の支出について（単価契約１１月分）
2,677,505

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月06日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　硝酸ウルトラピュア　他１８点購入及び経費の支出について（単価契約１０月分）
511,347

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月06日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 衛生法規総覧　追録１４５１号他６件の購入及び経費の支出について
34,407

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月14日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 第29回全国環境研協議会東海・近畿・北陸支部研究会出席に係る旅費の支出について
2,400

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 小口支払い基金繰り戻し（１２月繰り戻し手続き分）の支出について
2,295

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 小口支払い基金繰り戻し（１２月繰り戻し手続き分）の支出について
940

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　燃料費 小口支払い基金繰り戻し（１２月繰り戻し手続き分）の支出について
15,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 小口支払い基金繰り戻し（１２月繰り戻し手続き分）の支出について
1,512

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＩＣＰ発光分光分析装置用トーチの購入及び経費の支出について
133,380

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 後払宅配郵便料の支出について（平成26年12月分）
1,312

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所庁舎清掃業務委託　長期継続の経費の支出について(12月分)
431,756

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所常駐警備業務委託　長期継続の経費の支出について(12月分)
563,400

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 環境科学研究所　検査研究用　低分解能ガスクロマトグラフ質量分析装置一式長期継続借入（再リース）の支出について(12月分)
25,563

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン長期借入（その１）経費の支出について(12月分)
51,398

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　高分解能ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置　一式　長期借入にかかる経費の支出について(12月分)
117,136

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌﾀﾝﾃﾞﾑ型質量分析装置長期借入にかかる経費支出について(12月分)
363,615

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 管理用　庁内情報用プリンタ長期借入経費の支出について（12月分）
12,178

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン長期借入（その２）経費支出について(12月分)
58,371

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用キャニスター/加熱脱着ガスクロマトグラフ質量分析装置一式長期借入にかかる経費の支出について(12月分)
504,525

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 平成26年度全国環境研協議会東海・近畿・北陸支部有害化学物質部会出席に係る旅費の支出について
1,960

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 平成26年度全国環境研協議会東海・近畿・北陸支部有害化学物質部会出席に係る旅費の支出について
1,960

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 管理用　市内出張交通費の支出について（１２月分）
24,204

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 管理用　コピー代金の支出について（12月分）
17,630

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（単価契約　12月分）
29,764

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 管理用　庁内情報ネットワーク回線使用料の支出について(12月分)
13,996

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 管理用　ａｕ　ｏｎｅ　ｎｅｔ接続料金の支出について(12月分)
2,127

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月26日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 負担金、補助及交付金　会費 第28回公衆衛生情報研究協議会総会及び研究会参加に係る会費の支出について
1,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 平成26年度　化学物質環境実態調査環境科学セミナー参加に係る旅費の支出について
37,400

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 平成26年度　化学物質環境実態調査環境科学セミナー参加に係る旅費の支出について
37,400

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 平成26年度　地方衛生研究所全国協議会保健情報疫学部会出席に係る旅費の支出について
35,060

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 管理用　読売新聞の定期購読に係る経費の支出について（10月分～12月分）
12,111

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 管理用　毎日新聞　外１紙の定期購読に係る経費の支出について（10月分～12月分）
25,638

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 日本農林規格品質表示基準・食品編　追録２８９号の購入及び経費の支出について
5,119

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 衛生法規総覧　追録１４５４号他７件の購入及び経費の支出について
39,349

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 管理用　産経新聞の定期購読に係る経費の支出について（10月分～12月分）
12,111

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 管理用　朝日新聞の定期購読に係る経費の支出について（10月分～12月分）
12,111

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 管理用研究検査用ILL文献複写料（第３四半期）の支出について
4,904

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所　防滴型カードロガー保守点検業務の実施並びに同経費の支出について
68,040

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所　ｐHメータ２台保守点検業務の実施並びに同経費の支出について
117,720

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 検査研究用　冷却高速遠心機移設業務委託にかかる経費の支出について
71,064

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所　電気炉KDF-S100点検業務の経費支出について
162,000

人事室 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（職員カウンセリングルーム、職員人材開発センター１１月分）
13,996

人事室 総務課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（１１月分）
108,592
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人事室 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　食糧費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
1,600

人事室 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
1,950

人事室 総務課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
1,154

人事室 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　新聞の購読にかかる経費の支出について（第３四半期分）
61,971

人事室 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（１２月分）
91,639

人事室 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（１２月分）
16,876

人事室 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（職員カウンセリングルーム、職員人材開発センター１２月分）
10,260

人事室 人事課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事事務用　外部通報窓口専用ＦＡＸにかかる経費の支出について（平成26年12月請求分）
2,703

人事室 人事課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 職員疾病対策事業用　コピー代の支出について（１１月分）
1,496

人事室 人事課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　平成26年度　雇入れ時健康診断等業務委託料の支出について（平成26年11月実施分）
66,744

人事室 人事課 平成27年01月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　平成26年度職員定期健康診断等業務委託Ｂ（概算契約）にかかる経費の支出について（11月実施分）
7,827,192

人事室 人事課 平成27年01月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　平成26年度職員定期健康診断等業務委託Ｂ（概算契約）にかかる経費の支出について（11月実施分）
351,864

人事室 人事課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 人事事務用　第９回大阪市人事監察委員会退職管理部会にかかる管外出張経費の支出について
29,820

人事室 人事課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 職員疾病対策事業用　職員健康診断結果経年管理システムサーバ機及び周辺装置長期借入所要経費の支出について(平成26年11月分)
55,706

人事室 人事課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　人事監察委員会委員にかかる報酬の支出について（平成26年12月開催分）
237,650

人事室 人事課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　光熱水費 職員相談室　電気代の支出について（12月分）
7,675

人事室 人事課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員相談室　清掃業務委託にかかる経費の支出について（12月分）
15,120

人事室 人事課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 負担金、補助及交付金　分担金 職員相談事業　職員相談室の月額管理費及び修繕積立金の支出について（1月分）
233,673

人事室 人事課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（平成26年12月分）
9,004

人事室 人事課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 人事事務用　再就職等規制違反に関する外部通報窓口設置運営業務委託にかかる経費の支出について
162,000

人事室 人事課 平成27年01月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 職員疾病対策事業用　コピー代の支出について（１２月分）
1,860

人事室 人事課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 厚生一般事務用　市内出張旅費の支出について（１１月・１２月分）
10,334

人事室 人事課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　特別顧問にかかる報酬等の支出について（平成26年12月分）
53,350

人事室 人事課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 人事事務用　特別顧問にかかる報酬等の支出について（平成26年12月分）
360

人事室 給与課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 大阪市技能労務職員給与検討有識者会議に向けた事前調整に係る管外出張旅費の支出について
4,500

人事室 管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 共済費　社会保険料 平成２６年１１月分厚生年金健康保険料の納付について
35,464

人事室 管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１１月分厚生年金健康保険料の納付について
830,646

人事室 管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 報酬　其他委員等報酬 平成E２６年１１月分厚生年金・健康保険料の納付について（事業主負担金端数調整分）
1,752

人事室 管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理用　光電話料金の支出について（１１月分）
211,409

人事室 管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１１月分厚生年金健康保険料の納付について
1,241,680

人事室 管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１１月分厚生年金健康保険料の納付について
6,482,559

人事室 管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１１月分厚生年金健康保険料の納付について
29,554

人事室 管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１１月分厚生年金健康保険料の納付について
3,039,939

人事室 管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１１月分厚生年金健康保険料の納付について
100,482

人事室 管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１１月分厚生年金健康保険料の納付について
135,946

人事室 管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１１月分厚生年金健康保険料の納付について
323,198

人事室 管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１１月分厚生年金健康保険料の納付について
716,261

人事室 管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１１月分厚生年金健康保険料の納付について
1,098,732

人事室 管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１１月分厚生年金健康保険料の納付について
666,863

人事室 管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１１月分厚生年金健康保険料の納付について
3,623,384

人事室 管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１１月分厚生年金健康保険料の納付について
304,920

人事室 管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１１月分厚生年金健康保険料の納付について
1,286,177

人事室 管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１１月分厚生年金健康保険料の納付について
699,592

人事室 管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 共済費　社会保険料 平成２６年１１月分厚生年金健康保険料の納付について
86,021

人事室 管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 共済費　社会保険料 平成２６年１１月分厚生年金健康保険料の納付について
966,758

人事室 管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 共済費　社会保険料 平成２６年１１月分厚生年金健康保険料の納付について
57,354

人事室 管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 共済費　社会保険料 平成２６年１１月分厚生年金健康保険料の納付について
156,438

人事室 管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 共済費　社会保険料 平成２６年１１月分厚生年金健康保険料の納付について
202,584
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人事室 管理課 平成27年01月05日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 共済費　社会保険料 平成２６年１１月分厚生年金健康保険料の納付について
71,690

人事室 管理課 平成27年01月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 共済費　社会保険料 平成２６年１１月分厚生年金健康保険料の納付について
162,545

人事室 管理課 平成27年01月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 共済費　社会保険料 平成２６年１１月分厚生年金健康保険料の納付について
99,303

人事室 管理課 平成27年01月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 共済費　社会保険料 平成２６年１１月分厚生年金健康保険料の納付について
46,699

人事室 管理課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１１月分厚生年金健康保険料の納付について
1,017,084

人事室 管理課 平成27年01月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 追払金 共済費　社会保険料 平成２６年１１月分厚生年金健康保険料の納付について
143,370

人事室 管理課 平成27年01月05日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１１月分厚生年金健康保険料の納付について
97,527

人事室 管理課 平成27年01月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１１月分厚生年金健康保険料の納付について
118,812

人事室 管理課 平成27年01月05日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 追払金 共済費　社会保険料 平成２６年１１月分厚生年金健康保険料の納付について
21,504

人事室 管理課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　光熱水費 総務事務管理業務用　電気料金の支出について（１1月分）
606,227

人事室 管理課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　電話料金の支出について（１２月分）
2,703

人事室 管理課 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 負担金、補助及交付金　分担金 総務事務管理業務用　総務事務センター設置場所にかかる管理費及び修繕積立金の支出について（１月分）
894,892

人事室 管理課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 職員手当等　児童手当 職員児童手当の支払について（１月７日支払分）
415,000

人事室 管理課 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 旅費　普通旅費 総務事務管理業務用　市内出張交通費の支出について（１１月分）
16,382

人事室 管理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用リサイクルトナーカートリッジ（LP-3000対応）ほか１点購入経費の支出について
70,740

人事室 管理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　大阪市総務事務センター運営事業に関する包括的業務委託費の支出について（１１月分）
32,054,233

人事室 管理課 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 恩給及退職年金　遺族扶助料 平成２７年１月払　扶助料の未済給付について
315,742

人事室 管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 職員手当等　退職手当 平成２７年１月払　退職手当の支出について（１０１）
108,280,921

人事室 管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 職員手当等　退職手当 平成２７年１月払　失業者の退職手当の支出について（１０１）
59,730

人事室 管理課 平成27年01月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　退職手当 平成２７年１月払　失業者の退職手当の支出について（２１０）
109,620

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,902,148

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
10,210,408

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
434,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
1,815,150

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
588,050

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
336,795

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
65,290

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
311,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
1,198

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
55,148

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　特別職給 平成27年１月　給与の支給について
3,778,466

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
10,723,708

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
14,687,162

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
29,181,137

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
38,531,046

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
32,140,992

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
14,080,572

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
11,143,950

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
36,964,398

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
478,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
575,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
1,165,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
1,470,900

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
341,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
1,335,900

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
1,489,900

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
486,100

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
6,328,485
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人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
5,772,721

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
2,004,960

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
2,527,580

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
1,961,166

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
6,474,194

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
2,588,776

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
6,719,334

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
4,674,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
1,020,300

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
1,803,866

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
1,819,066

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
956,650

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
626,050

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
860,700

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
2,262,900

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
5,450,089

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
1,635,235

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
1,034,549

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
3,105,427

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
111,276

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
121,615

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
2,969,572

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
264,344

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
965,159

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
71,760

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
475,320

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
454,780

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
909,670

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
606,413

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
224,820

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
75,210

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成27年１月　給与の支給について
236,100

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
269,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
562,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
616,900

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
773,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
174,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
361,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
908,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
291,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
149,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年１月　給与の支給について
10,753

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
1,256

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成27年１月　給与の支給について
123,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成27年１月　給与の支給について
691,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,330,807

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
31,198
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人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,240

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
753,486

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
40,871

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
587,681

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
215,415

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
177,315

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
187,711

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
23,840

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,378,147

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
28,770

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,418,852

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
379,014

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
991,952

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
204,160

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
201,354

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
64,083

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,181

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
182,314

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
193,086

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
565,455

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
175,609

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
62,650,987

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
2,030,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
11,145,633

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
4,051,750

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
6,209,410

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
1,689,234

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
832,300

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
356,774

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,167,506

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
48,720

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,881,757

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
262,830

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
247,249

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
67,679,771

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
60,215,801

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
81,032,058

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
40,398,891

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
32,323,310

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
35,104,048

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
37,936,482

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
42,082,297

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
44,497,421

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
38,058,539

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
34,640,619

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
34,045,524

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
59,532,818
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人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
40,872,081

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
50,303,272

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
111,432,490

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
38,685,949

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
51,903,462

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
40,557,803

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
63,098,026

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
44,190,607

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
40,730,541

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
55,456,865

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
39,725,057

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
2,226,100

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
1,335,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
1,241,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
1,197,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
1,424,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
2,199,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
1,345,100

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
3,477,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
1,446,300

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
1,297,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
1,584,100

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
1,500,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
1,895,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
1,986,900

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
2,481,600

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
1,747,557

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
1,069,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
1,123,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
1,281,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
1,384,700

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
1,501,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
1,510,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
1,397,100

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
1,091,900

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
7,206,530

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
6,501,940

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
10,644,584

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
9,347,070

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
11,379,097

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
7,600,258

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
6,897,474

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
5,975,776

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
8,555,848

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
6,814,903

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
6,903,599

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
8,750,617

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
10,130,521
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人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
10,117,372

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
13,551,010

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
7,472,226

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
6,636,651

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
18,623,661

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
6,923,212

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
5,878,462

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
6,458,155

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
6,008,773

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
5,610,722

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
6,982,406

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
1,465,450

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
1,355,250

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
1,355,250

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
1,319,825

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
1,210,850

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
1,323,625

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
1,355,250

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
1,312,225

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
1,551,625

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
1,534,825

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
1,433,825

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
1,440,475

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
1,445,225

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
1,840,425

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
1,749,225

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
2,125,700

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
1,441,425

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
1,262,825

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
1,506,025

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
1,312,225

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
1,343,850

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
1,742,850

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
1,380,625

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
1,355,250

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
2,601,419

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
2,423,349

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
2,919,784

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
3,277,424

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
6,182,588

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
2,828,534

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
3,306,269

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
2,272,882

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
2,172,009

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
2,409,285

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
2,559,171

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
3,715,774

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
4,030,865
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人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
3,963,817

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
4,426,026

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
5,691,419

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
2,646,102

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
2,583,365

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
2,411,061

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
1,960,411

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
3,613,548

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
1,833,251

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
1,894,429

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
2,794,346

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
1,003,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
426,179

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
631,277

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
698,330

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
676,284

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
641,301

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
849,553

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
277,177

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
387,510

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
896,790

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
458,566

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
449,909

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
722,372

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
788,164

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
989,865

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
2,462,672

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
1,094,258

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
584,836

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
225,972

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
590,219

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
357,579

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
177,817

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
326,620

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
471,781

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
1,110

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
1,010

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
1,420

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
850

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
1,420

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
850

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
640

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
9,220

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
320
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人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
4,160

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
1,260

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
3,310

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
799,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
636,600

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
2,604,900

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
1,586,100

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
1,148,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
1,049,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
1,385,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
757,700

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
1,330,600

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
1,105,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
620,100

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
1,241,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
595,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
375,300

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
507,700

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
772,100

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
861,600

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
1,027,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
787,100

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
931,300

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
1,102,700

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
1,756,700

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
764,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
846,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
54,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
16,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
14,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
69,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
18,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
14,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
21,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
9,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年１月　給与の支給について
10,752

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年１月　給与の支給について
20,279

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年１月　給与の支給について
16,049

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
4,034

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
577
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人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成27年１月　給与の支給について
23,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成27年１月　給与の支給について
23,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,244,850

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,804,989

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,383,112

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,008,455

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
14,189,765

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
82,250

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
72,455

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
22,198

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
416,159

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
375,775

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,017,212

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
223,186

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,789,466

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
414,702

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,351,149

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,923,834

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,762,426

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,558,543

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,990,831

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,020,723

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,392,349

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,364

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,364

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
211,263

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,066,588

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,576,575

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
991,481

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
208,112

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,742,451

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,787,896

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
450,542

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
763,963

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,004,945

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,602,120

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,020,680

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,403,327

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,158,760

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
595,776

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
203,740

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,686

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
202,077

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
206,619

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,002,287

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
486,872

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,386,531

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,586,795
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人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,427

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,032,874

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
196,026

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,404,761

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
208,089

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
91,814

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
80,133

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
112,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
211,482

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
84,846

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
75,419

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
318,187

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
155,410

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
165,137

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
216,541

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
194,618

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
55,840

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
161,262

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
67,673

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
189,772

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
80,938

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,907

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
64,796

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
67,014

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
79,191

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
134,046

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
25,470

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
78,161

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
19,907

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
81,451

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,544

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
61,741

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
55,385

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
20,907

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
60,268

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
17,745

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
24,443

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
50,534

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
130,799

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
64,363

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
36,913

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,654

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
162,866

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
53,650

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
35,845

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
21,380

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
21,817

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
105,789



平成26年度（平成27年01月）　公金支出情報

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

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
21,164

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
33,653

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
41,353

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
73,114

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
34,816

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
16,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
109,075

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
32,916

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
107,676

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
360

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,380

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,470

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
620

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
33,704,326

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
1,152,600

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
5,881,487

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
1,642,550

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
1,831,245

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
1,421,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
781,700

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,046,222

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
177,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
16,551

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
177,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
531,600

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
531,600

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
531,600

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
531,600

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
531,600

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
531,600

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
886,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
283,664,017

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
531,600

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
177,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
10,119,840

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
55,950
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人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
83,925

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
139,875

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
83,925

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
47,630,260

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
27,975

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
83,925

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
27,975

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
83,925

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
83,925

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
83,925

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
83,925

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
5,085,350

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
16,583,080

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
12,399

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
24,234

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
43,553

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
14,012

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
21,804

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
13,815

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
31,410

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
8,272

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
4,731,648

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
27,186

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
6,466

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
4,703

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
9,254

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
4,703

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
24,187

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
32,926

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
14,623

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
22,841

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
11,818

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
101,114

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
18,702

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
46,991

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
5,883,500



平成26年度（平成27年01月）　公金支出情報

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

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年１月　給与の支給について
10,753

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,380,739

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,333,510

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
183,988

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
350,787

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
114,524

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
307,821

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,276,357

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,642,909

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,004,364

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,544,374

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,426,818

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,641,707

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
184,997

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
65,665

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
70,031

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
134,904

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
99,940

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
60,142

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
87,533

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費
固定資産評価審査委員
会費

報酬　委員報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
118,146

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
63,128,807

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
2,594,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
11,192,398

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
3,560,600

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
4,860,745

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
1,016,760

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
1,624,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
93,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年１月　給与の支給について
10,752

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
177,557

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
334,533

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
20,104

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
392,822

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
626,178

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
185,560

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
313,219

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙管理委員会委員費 報酬　委員報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
34,047

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙管理委員会委員費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 報酬　委員報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
181,584

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 給料　特別職給 平成27年１月　給与の支給について
690,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
69,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

人事委員会委員費 報酬　委員報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
258,699

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
21,378,252

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
700,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
3,866,670

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
1,576,050

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
720,923
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人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
278,100

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
292,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
179,593

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,427

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
128,945,392

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
634,992

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
977,296

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
650,162

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
912,752

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,096,942

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
864,005

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,547,079

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
37,179,716

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
977,029

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,301,627

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
723,493

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,094,859

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,867,086

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
571,299

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,965,532

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,085,029

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,626,272

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,475,071

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,460,072

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,002,731

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,374,240

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,403,689

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,607,148

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,329,106

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,499,143

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
52,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
54,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
1,047,900

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
27,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
66,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
4,762,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
40,100

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
60,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
20,300

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
13,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
100,100

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
52,100

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
33,100

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
58,700
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人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
73,700

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
12,300

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
46,600

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
86,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
334,680

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
99,627

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
92,145

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
285,865

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
6,121,204

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
22,450,009

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
152,506

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
103,877

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
348,504

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
173,595

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
243,435

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
131,970

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
140,265

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
209,355

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
176,441

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
269,490

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
196,020

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
259,160

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
255,795

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
208,935

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
258,255

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
207,915

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
289,725

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
245,685

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
228,733

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
285,784

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成27年１月　給与の支給について
832,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成27年１月　給与の支給について
90,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
1,403,150

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
40,850

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
72,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
60,800
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人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
5,759,850

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
13,123,750

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
1,081,775

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
34,580

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
511,910

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
49,180

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
3,066,656

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
4,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
6,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
27,340

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
31,100

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
58,630

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
50,330

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
64,140

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
132,940

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成27年１月　給与の支給について
2,217,700

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成27年１月　給与の支給について
644,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
7,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
1,526,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
2,794,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
20,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
509,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
598,031

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,672

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
797,639

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
159,427

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
186,032

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,800
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人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,360

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
320

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,256,385

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
244,658

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
26,827

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,620

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
206,442

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
596,675

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,127,835

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
40,843

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
12,423

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
18,254

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
29,586

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
53,273

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,120

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,910

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
880

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
217,938

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
97,377

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
127,053

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
16,388

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
480

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,576,746

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
281,249

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
500,710

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,300

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
620

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,055,670

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
108,808,012

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
194,124

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,414,584

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
113,710

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
38,440

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
374,196

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,390,876

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
935,704

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
77,705

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,020,137

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,560,359

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
47,515

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
191,567,624

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
6,813,100

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
33,368,941

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成27年１月　給与の支給について
325,600

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
9,492,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
16,460

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
6,875,298
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人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
1,759,996

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成27年１月　給与の支給について
6,403,700

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
86,330

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
4,349,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年１月　給与の支給について
10,753

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
55,628

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,772,176

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
282,023

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
20,011

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
301,602

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
25,253

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
666,337

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
69,966

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,944,822

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
52,863

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
480

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,630

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
82,901

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,510

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
36,705

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,067

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,377,193

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
217,696

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
196,975

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,090,504

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,709

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,140

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
360

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
765,996

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
12,652

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,060,135

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
66,580

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
137,040,730

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
175,560,698

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
166,970,569

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
4,264,700

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
3,837,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
3,814,136

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
28,200,373

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
26,859,560

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
23,294,073

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成27年１月　給与の支給について
837,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
4,898,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
9,218,920

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
25,053,268

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
173,930

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
8,261,532

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
1,785,942
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人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
4,041,301

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
1,318,865

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成27年１月　給与の支給について
406,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
3,070,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
3,090,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
3,208,300

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
60,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年１月　給与の支給について
21,347

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年１月　給与の支給について
21,031

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
428,782

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年１月払　公務災害等休業補償費の支給について（こども青少年局）
123,134

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
58,835

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
374,628

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,894,551

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
407,040

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
91,773

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,260,523

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
33,300

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
23,344

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,378

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
570,369

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
85,350

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
12,880

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,098,567

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,544,308

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
315,097

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
153,726

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
131,491

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,738,011

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,527,533

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
125,160

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
228,853

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
52,430

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
119,140

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
95,720

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,693,227

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
216,892

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
26,136

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
148,320

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
17,120

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,964,954

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
297,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
404,040

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
67,694,295

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,253,004

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
35,889,204



平成26年度（平成27年01月）　公金支出情報

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

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
19,544

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
75,420

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,353,390

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
16,750

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,220

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
17,553,273

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
925,283

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
627,993

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
81,090

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
809,999,919

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
47,408,398

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
135,818,486

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
7,163,950

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
65,478,739

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
20,791,845

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
33,565,370

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
13,019,515

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
18,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年１月　給与の支給について
388,136

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
6,827,186

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年１月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
196,067

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
313,896

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
34,860

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
237,096

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,818

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,814,356

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
274,330

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
720

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
94,269,406

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
3,368,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
16,979,892

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
6,941,840

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
6,854,900

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
3,269,388

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
1,849,600

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
36,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年１月　給与の支給について
48,064

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
379,668

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,349,543

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
22,484

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
17,585

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
211,293

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
24,600

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,040

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
108,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
18,810

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
194,442
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人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
470

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 報酬　委員報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
613,816

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,480

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
180,126

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
536,280

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
18,769

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
105,284,007

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
143,896,949

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
195,371,569

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
4,851,300

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
7,860,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
11,470,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
18,221,587

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
24,480,221

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
33,136,588

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
3,600,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
2,036,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
2,340,125

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
9,027,571

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
5,296,030

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
5,831,606

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
3,252,661

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
1,595,679

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
1,589,502

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
3,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
75,040

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
291,430

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
3,070,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
2,622,700

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
2,492,936

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年１月　給与の支給について
32,100

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
1,896

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
388,001

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成27年１月　給与の支給について
23,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年１月払　公務災害等休業補償費の支給について（建設局）
36,630

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年１月払　公務災害等休業補償費の支給について（建設局）
110,960

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年１月払　公務災害等休業補償費の支給について（建設局）
221,892

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
923,935

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
745,665

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
567,023

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
813,146

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
203,777

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
29,840

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
36,122

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
960

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
436,601

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
43,680
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人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
88,579,504

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
4,548,900

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
15,503,643

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
3,585,300

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
2,845,803

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
1,726,622

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
10,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
1,430,721

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年１月　給与の支給について
21,031

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
333,098

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
65,927,302

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
2,496,100

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
11,462,624

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
2,773,050

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
4,272,207

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
1,377,920

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
1,455,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
180,984

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,474,148

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
372,559

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
354,413

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,540

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
969,296,783

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
52,374,300

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
165,071,136

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成27年１月　給与の支給について
44,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
10,630,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
156,327,865

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
32,567,755

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
24,549,730

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
23,006,700

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
741,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年１月　給与の支給について
84,598

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
17,906,157

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成27年１月　給与の支給について
836,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年１月払　公務災害等休業補償費の支給について（消防局）
11,352

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年１月払　公務災害等休業補償費の支給について（消防局）
150,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年１月払　公務災害等休業補償費の支給について（消防局）
73,600

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,630,422

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
562,722

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
150,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
57,659

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,629

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,387,599

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
348,820

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 委員費 報酬　委員報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
354,050

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 委員費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
90,080

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
199,834,352
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人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
6,322,189

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
32,128,150

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
13,205,367

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
14,511,486

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
1,941,869

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成27年１月　給与の支給について
176,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
2,990,700

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
38,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
902,395

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
808,325

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
425,520

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,775,295

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
795,386

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,451,890

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,355,152

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,297,204

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
63,354

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
235,123

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
18,619

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
43,063

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
25,562

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
34,340

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
102,550

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
63,769,026

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
213,264

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
344,093

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
184,955

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,090

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
687,706

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,760,341

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
250,703

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,291,631

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
62,958

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
885,050

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
22,084

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
921,094

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,363

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
269,849

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,241,130

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,381

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
400,425

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
840

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
580

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
646,114

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,014,109

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,520

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,660,935
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人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
66,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
304,380

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
69,517

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,255,654

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
488,804

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
470,033

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
176,580

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
25,600

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　普通旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,386

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
45,347

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,094,779

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
40,028

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,293,933

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

旅費　普通旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
390

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,043,626

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
152,120

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,440

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 金融事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
583,518

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 金融事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
920

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
142,136

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,040

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
204,249

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,540

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
13,925,569

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
27,299,145

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
563,300

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
1,821,900

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
2,410,511

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
4,748,405

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
561,450

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
520,600

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
270,922

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
2,852,986

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
1,171,235

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
552,342

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
226,900

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
391,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
7,560,268

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
232,700

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
1,343,114

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
464,550

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
950,920

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
95,570

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
140,300

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,186,781

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
41,266,947
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人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
1,795,100

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
7,081,131

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
1,226,450

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
1,433,961

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
803,732

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
891,900

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
47,597

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,439,316

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
60,900

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
250,903

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
54,613

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
6,600

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,478

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
191,161

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,010

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
189,564

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,010

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,010

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
376,168

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,613,109

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
68,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
264,931

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
195,149

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
46,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
185,501

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
41,340

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
19,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
25,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,920

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
19,640

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
17,960

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
720

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,850

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
705,141

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
34,100

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
115,890

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
236,858

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
511,955

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
80,835

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
45,060

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
282,648

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,317,540

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
199,650
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人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
180,126

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
182,314

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,100

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
20,100

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,660

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,060

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,436,164

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
27,100

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
233,363

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
16,666

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
6,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
1,270

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
25,100

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
250,325

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
39,525

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
69,078

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
80,092

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
726,860

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
55,508,120

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
3,320,300

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
9,242,920

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
1,558,318

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
853,903

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
36,950

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
1,052,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
2,706

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
373,229

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,878

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
3,710,580

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
262,100

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
624,477

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
91,395

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
6,600

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
30,890

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
59,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
37,788,799

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
1,624,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
6,496,065

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
1,094,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
2,632,955

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
603,071

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
709,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
15,288

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
195,728

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,160

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
8,170,144

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
312,400
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人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
1,439,209

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
428,450

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
160,845

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
391,820

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
178,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
849,650

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
134,610

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
386,157

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
14,343,480

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
409,300

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
2,511,366

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
785,650

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
753,107

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
231,950

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
317,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
376,688

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,672

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,230

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,636,560

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,137,335

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
15,263

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
49,816

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
440

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
19,790

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
262

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
180,121

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
187,765

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　委員報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
14,529,145

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
7,303,383

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
21,451

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
59,317

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
95,827

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
158,423

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
275,583

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
5,434,788

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
5,429,778

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
6,556,055

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
4,591,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
6,208,664

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
4,461,571

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
7,111,219

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
7,983,037

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
6,470,222

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
106,995

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
6,685,453

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
9,884,730

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
5,497,915

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
12,696
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人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
86,652

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
50,757

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
41,487

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
5,445,358

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
11,265

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
1,248,760

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
227,245

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
15,579

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
19,536

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
81,873

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
9,445

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
4,021,719

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
5,131,088

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
4,453,029

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
77,111

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
645,389

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
3,704,123

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
4,240,811

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
4,701,873

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
41,393

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
3,983,619

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
11,978

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
244,771

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
4,597,191

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
299,821

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
51,471

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
83,621

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
4,647,101

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
9,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
176,177

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
44,635

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
5,920,937

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
32,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
24,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
64,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
255,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
48,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
22,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
26,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
18,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
4,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
24,730

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
6,740

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
4,018

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
1,068
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人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
494

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
2,708

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
988

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
1,070

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
6,374

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
1,256

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,417,459

人事室 管理課 平成27年01月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,530

人事室 管理課 平成27年01月19日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
130,425

人事室 管理課 平成27年01月19日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
350,619

人事室 管理課 平成27年01月19日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,488

人事室 管理課 平成27年01月19日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,862

人事室 管理課 平成27年01月19日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
12,859

人事室 管理課 平成27年01月19日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
394

人事室 管理課 平成27年01月19日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
3,998,256

人事室 管理課 平成27年01月19日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
237,300

人事室 管理課 平成27年01月19日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
700,845

人事室 管理課 平成27年01月19日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
137,750

人事室 管理課 平成27年01月19日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
1,337,366

人事室 管理課 平成27年01月19日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
63,350

人事室 管理課 平成27年01月19日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
191,100

人事室 管理課 平成27年01月19日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
9,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
779,616

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
5,143,224

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
5,283,810

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
6,182,522

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
4,240,069

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
3,115,094

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
4,924,901

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
5,043,293

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
3,560,028

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
5,991,519

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
3,071,756

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
3,469,788

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
3,001,813

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
3,556,020

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
7,164,674

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
3,080,523

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
3,478,245

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
3,051,044

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
3,843,742

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
2,591,925

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
5,205,021

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
3,108,091

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
3,514,288

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
12,697,242

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
2,863,423

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
3,075,572
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人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
129,100

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
119,700

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
333,600

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
96,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
113,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
71,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
99,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
46,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
40,600

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
106,300

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
59,700

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
192,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
121,100

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
188,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
99,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
121,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
161,300

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
94,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
94,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
140,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
73,700

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
120,700

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
148,600

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
147,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
166,300

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
522,324

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
575,785

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
2,126,920

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
440,685

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
811,939

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
489,490

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
564,778

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
843,046

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
504,014

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
861,161

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
562,143

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
998,300

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
690,961

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
502,375

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
1,159,248

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
971,727

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
472,720

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
498,001

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
522,119

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
815,526

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
857,398

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
614,845

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
593,293



平成26年度（平成27年01月）　公金支出情報

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

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
495,362

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
591,039

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
270,750

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
72,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
72,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
989,093

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
25,906

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
27,620

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
118,690

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
65,440

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
34,250

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
75,313

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
19,732

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
8,809

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
142,063

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
10,875

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
4,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
113,232

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
15,530

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
77,440

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
8,187

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
4,900

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
89,810

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
63,230

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
384,530

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
247,765

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
82,705

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
14,402

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
5,763

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
46,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
108,700

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
59,700

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
75,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
122,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
58,500
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人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
114,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
180,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
254,700

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
112,100

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
30,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
380,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
27,700

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
89,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年１月　給与の支給について
21,347

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
99,560

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,994,831

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,491,809

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,358,938

人事室 管理課 平成27年01月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
334,567

人事室 管理課 平成27年01月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
24,948,103

人事室 管理課 平成27年01月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
1,428,347

人事室 管理課 平成27年01月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
4,210,550

人事室 管理課 平成27年01月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
279,300

人事室 管理課 平成27年01月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
4,520,794

人事室 管理課 平成27年01月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
687,547

人事室 管理課 平成27年01月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
3,359,130

人事室 管理課 平成27年01月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
872,988

人事室 管理課 平成27年01月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年１月　給与の支給について
10,753

人事室 管理課 平成27年01月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年１月払　公務災害等休業補償費の支給について（中央卸売市場南港市場）
15,759

人事室 管理課 平成27年01月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年１月払　公務災害等休業補償費の支給について（中央卸売市場南港市場）
99,280

人事室 管理課 平成27年01月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年１月払　公務災害等休業補償費の支給について（中央卸売市場南港市場）
11,472

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
354,507

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
661,815

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
546,378

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,362,470

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
766,370

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
802,853

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
567,975

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
560,132

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
369,755

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
604,804

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
632,635

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
612,376

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
794,579

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
616,373

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,085,181

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
955,256

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
477,806

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
785,328
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人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
979,492

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
747,531

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
842,426

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
602,547

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
714,382

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,134,397

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
804,449

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
19,100

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
38,900

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
7,000

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
13,000

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
52,600

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
12,300

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
13,000

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
20,300

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
40,400

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
20,300

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
20,300

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
25,800

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
7,000

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
31,400

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
32,600

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
40,100

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
96,135

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
221,257

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
136,710

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
150,318

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
125,610

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
92,610

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
57,291

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
96,441

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
100,905

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
92,445

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
104,416

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
114,832

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
138,900

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
97,185

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
187,085

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
87,411

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
156,000

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
118,545

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
134,190

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
131,850

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
132,180

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
102,390

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
170,056
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人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
77,925

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
58,950

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
95,913

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
63,990

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
90,560

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
4,600

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
50,330

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
91,260

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
36,990

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
4,400

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
57,140

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
23,200

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
46,700

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
24,300

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
29,000

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
30,200

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
21,400

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年01月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
349,917

人事室 管理課 平成27年01月19日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
189,540

人事室 管理課 平成27年01月19日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
657,418

人事室 管理課 平成27年01月19日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
106,125

人事室 管理課 平成27年01月19日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
363,440

人事室 管理課 平成27年01月19日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
89,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
126,708

人事室 管理課 平成27年01月19日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
3,234,169

人事室 管理課 平成27年01月19日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
172,700

人事室 管理課 平成27年01月19日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
587,406

人事室 管理課 平成27年01月19日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
209,950

人事室 管理課 平成27年01月19日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
155,473

人事室 管理課 平成27年01月19日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
4,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
660,794

人事室 管理課 平成27年01月19日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成27年01月19日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
108,435

人事室 管理課 平成27年01月19日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
182,893

人事室 管理課 平成27年01月19日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,715,115

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,580,690
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人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,086,739

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,183,354

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,636,032

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,630,195

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,152,764

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,431,852

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,282,857

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
20,804,038

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,898,324

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
2,739,034

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
3,028,781

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,710,243

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
3,189,827

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,722,922

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
3,403,320

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,885,121

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,626,336

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
1,948,617

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
2,111,216

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
2,365,542

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
2,609,514

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
3,687,068

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年１月　給与の支給について
2,977,053

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
33,100

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
58,900

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
53,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
40,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
40,900

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
59,700

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
112,100

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
72,700

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
101,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
46,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
40,300

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
66,400

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
57,900

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
802,794

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
38,600

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
33,600

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
66,100

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
27,300

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
19,300

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
73,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
107,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
51,600

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年１月　給与の支給について
131,700



平成26年度（平成27年01月）　公金支出情報
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人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
312,795

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
306,232

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
193,996

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
174,789

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
279,380

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
274,035

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
214,788

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
193,005

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
236,965

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
255,541

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
264,690

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
279,693

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
316,040

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
3,480,430

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
280,143

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
548,341

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
266,853

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
351,720

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
487,475

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
451,582

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
435,835

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
602,533

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
478,839

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
390,465

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年１月　給与の支給について
508,346

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年１月　給与の支給について
326,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
1,702,098

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
163,080

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
11,404

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
12,100

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
47,630

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
56,430

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
63,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
12,866

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
7,300

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
4,600

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
200,290

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
58,630

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
4,600

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
69,660

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
97,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
126,230

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
45,580

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年１月　給与の支給について
250,890

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
56,200
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人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
25,700

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
103,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
434,110

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
27,700

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
56,200

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年１月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年１月　給与の支給について
1,348

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
369,038

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 賃金　賃金 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
358,089

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,854

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
22,646

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,671

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
412,935

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
627,360

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
40,134

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
20,800

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
15,464

人事室 管理課 平成27年01月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　其他委員等旅費 平成２７年１月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,340

人事室 管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用総務事務センター清掃業務委託（長期継続）に係る経費の支出について（１２月分）
32,007

人事室 管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムオンラインタイムレコーダ再リース延長の実施及び同経費の支出について（１２月分）
142,646

人事室 管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　Ｈ21年度総務局（総務事務管理担当）庁内情報利用パソコン等機器一式継続借入にかかる経費の支出について（１２月分）
3,348

人事室 管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　総務事務センター用ファイルサーバ等長期借入経費の支出について（１２月分）
23,544

人事室 管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員児童手当システムサーバ機等一式長期借入経費の支出について（１２月分）
23,652

人事室 管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　庶務ガイドサーバ等関係機器借入（継続）の支出について（１２月分）
113,184

人事室 管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用ファクシミリ借入（継続）経費の支出について（１２月分）
356

人事室 管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　臨時職員システム用サーバ機等一式借入経費の支出について（１２月分）
215,956

人事室 管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　通話録音装置及び通話録音サーバ等周辺機器（大阪市総務事務センター）　長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
114,576

人事室 管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムＩＣカード発行機器一式長期借入経費の支出について（１２月分）
40,262

人事室 管理課 平成27年01月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員児童手当システムサーバ機等一式長期借入経費の支出について（１２月分）
7,884

人事室 管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　庶務ガイドサーバ等関係機器保守業務委託（継続）の実施及び同経費の支出について（１２月分）
827,820

人事室 管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムサーバ及び端末関係機器等一式長期借入経費の支出について（１２月分）
871,452

人事室 管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 庶務ガイドサーバ及び端末関係機器等一式　長期借入に係る経費の支出について（１２月分）
1,699,812

人事室 管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員情報システム用端末機器等借入経費の支出について（１２月分）
1,070,517

人事室 管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員情報システムサーバ機及び周辺装置借入経費の支出について（１２月分）
2,159,784

人事室 管理課 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員情報システムソフトウェア一式に係る賃貸借経費の支出について（１２月分）
50,400

人事室 管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　後納受取人払料金の支出について（１２月分）
291

人事室 管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　後納郵便料金の支出について（１２月分）
60,094

人事室 管理課 平成27年01月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用総務事務センター機械警備業務（継続）経費の支出について（１２月分）
21,600
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人事室 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 職員児童手当システム運用保守業務委託の実施及び経費支出について（上半期分）
583,200

人事室 管理課 平成27年01月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 職員児童手当システム運用保守業務委託の実施及び経費支出について（上半期分）
194,400

人事室 管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　光熱水費 総務事務管理業務用　電気料金の支出について（１２月分）
552,040

人事室 管理課 平成27年01月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 負担金、補助及交付金　分担金 総務事務管理業務用　総務事務センター設置場所にかかる管理費及び修繕積立金の支出について（２月分）
894,892

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
2,374,316

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
44,897,679

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用コピー代の支出について（１２月分）
67,846

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用インターネット回線使用料の支出について（12月分）
94,708

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用大阪市総務事務センター運営事業に関する包括的業務委託にかかる経費の支出について（１２月分）
50,075,216

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
13,387,640

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
278,653,296

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
7,839,510

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
66,803,895

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
15,251,728

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
119,748

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
5,108,609

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
46,885,513

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
46,701,362

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
115,004,821

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
194,843,471

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
23,539,783

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
102,806,136

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
21,407,632

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
15,894,877

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
229,465,345

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
47,272,738

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
4,037,768

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
9,652,911

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
1,892,430

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
9,926,107

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
347,459

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
382,445

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
163,978

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
119,052

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
346,906

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
58,211

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
13,503,612

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
883,433

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
8,981,195

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
1,962,622

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
203,326

人事室 管理課 平成27年01月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
3,471,813

人事室 管理課 平成27年01月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
979,291

人事室 管理課 平成27年01月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
25,858,092

人事室 管理課 平成27年01月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
6,015,163

人事室 管理課 平成27年01月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
4,545,548

人事室 管理課 平成27年01月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
152,880

人事室 管理課 平成27年01月30日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
779,669
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人事室 管理課 平成27年01月30日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
156,697

人事室 管理課 平成27年01月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１月払　共済費事業主負担金の支出について
16,891,096

人事室 職員人材開発センター 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 一般事務用　職員人材開発センター電気料金の支出について(１１月分)
383,972

人事室 職員人材開発センター 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 一般事務用　電話回線使用料の支出について（１１月分）
14,351

人事室 職員人材開発センター 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成26年度キャリア形成にかかる相談・啓発業務にかかる委託料の支出について（11月分）キャリアデザイン研修用
123,709

人事室 職員人材開発センター 平成27年01月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（１１月分）
38,774

人事室 職員人材開発センター 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（平成２６年１１月分）にかかる経費の支出について
689,480

人事室 職員人材開発センター 平成27年01月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（平成２６年１１月分）にかかる経費の支出について
267,518

人事室 職員人材開発センター 平成27年01月07日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（平成２６年１１月分）にかかる経費の支出について
574,054

人事室 職員人材開発センター 平成27年01月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（平成２６年１１月分）にかかる経費の支出について
578,548

人事室 職員人材開発センター 平成27年01月08日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成26年度夜間自己啓発講座にかかる講師謝礼金の支出について（自己啓発支援用）
480

人事室 職員人材開発センター 平成27年01月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成26年度中堅職員研修に係る講師謝礼金の支出について
974,200

人事室 職員人材開発センター 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成26年度元気アップ運動「改善事例共有会」にかかる講師謝礼金の支出について（所属・職場研修支援用）
44,640

人事室 職員人材開発センター 平成27年01月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成26年度夜間スキルアップ講座（法律）に係る委託料の支出について（自己啓発支援用）
690,444

人事室 職員人材開発センター 平成27年01月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成26年度非常勤嘱託職員の採用試験業務委託に係る経費の支出について（一般事務用）
183,600

人事室 職員人材開発センター 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 職員人材開発センター小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
4,564

人事室 職員人材開発センター 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 一般事務用　平成２６年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（１２月分）
76,293

人事室 職員人材開発センター 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成26年度課長昇任前アセスメント研修に係る委託料の支出について（階層別研修用）
16,848,000

人事室 職員人材開発センター 平成27年01月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 一般事務用　平成２６年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（１２月分）
6,956

人事室 職員人材開発センター 平成27年01月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 一般事務用　平成２６年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（１２月分）
41,937

人事室 職員人材開発センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（１２月分）
18,144

人事室 職員人材開発センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成26年度キャリア形成にかかる相談・啓発業務にかかる委託料の支出について（12月分）キャリアデザイン研修用
123,709

人事室 職員人材開発センター 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 使用料及賃借料　使用料 職員人材開発センター研修用パソコン等機器の長期借入に係る経費の支出について（12月分）一般事務用
156,492

経済戦略局 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（ITM棟、FAX分）一般事務用電話代の支出について（１１月分）
3,080

経済戦略局 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（ITM棟）一般事務用電話代の支出について（１１月分）
39,533

経済戦略局 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局分室事務用電話代（１１月分）の支出について
86,477

経済戦略局 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（O's棟）一般事務用電話代の支出について（１１月分）
77,749

経済戦略局 総務課 平成27年01月05日 一般会計第１部 大学費 大学費 運営推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２６年度公立大学法人大阪市立大学運営費交付金の支出について（第4回目／全4回）
3,048,733,250

経済戦略局 総務課 平成27年01月05日 一般会計第２部 教育事業費 大学整備費 整備推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２６年度公立大学法人大阪市立大学運営費交付金の支出について（第4回目／全4回）
50,000,000

経済戦略局 総務課 平成27年01月07日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスに係る経費の支出について（11月分）
5,130

経済戦略局 総務課 平成27年01月09日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 旅費　普通旅費 大学支援事務用市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
3,218

経済戦略局 総務課 平成27年01月15日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局分室事務用電話代（ＦＡＸ用、１２月分）の支出について
9,312

経済戦略局 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（ITM棟）通信サービス経費の支出について（１１月分）
5,130

経済戦略局 総務課 平成27年01月19日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 大阪府咲洲庁舎分室通信サービス経費の支出について（１１月分）
5,130

経済戦略局 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用産経新聞買入にかかる支出について（平成２６年７月～９月分）
36,333

経済戦略局 総務課 平成27年01月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用産経新聞買入にかかる支出について（平成２６年１０月～１２月分）
36,333

経済戦略局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用ボールペンほか４６点の購入経費の支出について
13,889

経済戦略局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用ボールペンほか４６点の購入経費の支出について
19,008

経済戦略局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用ボールペンほか４６点の購入経費の支出について
29,797

経済戦略局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局庁舎（O's棟）における光熱費（電気・空調）にかかる所要経費の支出について（１２月分）
500,708

経済戦略局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局庁舎（ITM棟）における光熱費（電気・空調）にかかる所要経費の支出について（１２月分）
226,728

経済戦略局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　手数料 総務課所管用地境界確定協議用印鑑登録証明手数料にかかる経費の支出について
250

経済戦略局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 委託料　委託料 もと公設市場産業廃棄物収集運搬処分業務委託(概算契約）の支出について
47,736

経済戦略局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁舎（Ｏ’ｓ棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について（１２月分）
1,080

経済戦略局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁舎（ＩＴＭ棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について（１２月分）
540

経済戦略局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局ＡＴＣ庁舎（Ｏ’ｓ棟）における不動産賃貸借経費の支出について（２月分）
6,280,803

経済戦略局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局ＡＴＣ庁舎（ＩＴＭ棟）における不動産賃貸借経費の支出について（２月分）
3,780,032

経済戦略局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度中央卸売市場本場業務管理棟にかかる共益費の支出について（１月分）
2,074,793
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経済戦略局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用ボールペンほか４６点の購入経費の支出について
16,513

経済戦略局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用ボールペンほか４６点の購入経費の支出について
30,370

経済戦略局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用ボールペンほか４６点の購入経費の支出について
10,627

経済戦略局 総務課 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用ボールペンほか４６点の購入経費の支出について
28,447

経済戦略局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局分室庁舎における光熱費（水道代）にかかる所要経費の支出について（１２月分）
4,354

経済戦略局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局分室庁舎における光熱費（電気代）にかかる所要経費の支出について（１２月分）
98,288

経済戦略局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度　庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（12月分）
62,777

経済戦略局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度経済戦略局庁内情報利用パソコン等機器一式の借入に係る経費の支出について（12月分）
41,823

経済戦略局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（12月分）
21,131

経済戦略局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度経済戦略局庁内情報利用パソコン等機器一式の借入に係る経費の支出について（12月分）
246,986

経済戦略局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境カラープリンター一式長期借入にかかる経費の支出について（12月分）
19,641

経済戦略局 総務課 平成27年01月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（12月分）
166,117

経済戦略局 総務課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度経済戦略局点字パソコン等機器一式の長期借入（その２）にかかる経費の支出について（12月分）
70,394

経済戦略局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用複写関連消耗品（コピー代）経費の支出について（１１月分）
225,239

経済戦略局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
3,500

経済戦略局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
1,350

経済戦略局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
363

経済戦略局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１２月分）
25,889

経済戦略局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
246

経済戦略局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１２月分）
4,245

経済戦略局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（咲洲庁舎）一般事務用電話代の支出について（１１月分）
6,997

経済戦略局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
82

経済戦略局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１２月分）
970

経済戦略局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１２月分）
16,963

経済戦略局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局東京赴任職員公舎（東京公舎）にかかる賃借料の支出について（平成２７年２月分）
210,000

経済戦略局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 負担金、補助及交付金　分担金 経済戦略局倉庫にかかる衛生組合分担金の支出について（１月分）
6,000

経済戦略局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１２月分）
29,530

経済戦略局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
3,240

経済戦略局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
700

経済戦略局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
4,104

経済戦略局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 貿易振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１２月分）
1,060

経済戦略局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
100

経済戦略局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
1,944

経済戦略局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１２月分）
44,093

経済戦略局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１２月分）
5,456

経済戦略局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１２月分）
994

経済戦略局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 報償費　報償金 株式会社大阪城ホールにかかる関与見直し検討作業チーム会議出席学識経験者に対する報償金の支出について（１２月分）
23,765

経済戦略局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１２月分）
242

経済戦略局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
82

経済戦略局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局公舎（大阪公舎）にかかる賃借料の支出について（平成２７年２月分）
128,000

経済戦略局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
800

経済戦略局 総務課 平成27年01月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 農業事業費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１２月分）
2,380

経済戦略局 施設整備課 平成27年01月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　其他委員等旅費 経済戦略局事務用市内出張交通費（ＡＴＣ非常勤嘱託職員）にかかる１２月分の支出について
5,719

経済戦略局 施設整備課 平成27年01月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 旅費　其他委員等旅費 経済戦略局事務用市内出張交通費（非常勤嘱託職員）にかかる１２月分の支出について
14,967

経済戦略局 企画課 平成27年01月07日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 ビジネス・エンカレッジフェア2014における備品の借入にかかる経費の支出について
8,424

経済戦略局 企画課 平成27年01月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 企画課所管業務にかかる市内出張交通費等の支出について（１１月分）
22,519

経済戦略局 企画課 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市都市魅力戦略推進会議にかかる委員報酬および旅費の支出について（平成２６年１１月開催分）
73,138

経済戦略局 企画課 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 大阪府市都市魅力戦略推進会議にかかる委員報酬および旅費の支出について（平成２６年１１月開催分）
59,680



平成26年度（平成27年01月）　公金支出情報
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経済戦略局 企画課 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 深夜出勤及び深夜帰宅にかかるタクシー代の立替払い支出について（往路平成26年12月24日分、及び復路12月25日分）
4,540

経済戦略局 企画課 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 深夜帰宅にかかるタクシー代の立替払い支出について（平成26年12月25日分）
8,400

経済戦略局 企画課 平成27年01月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　使用料 企業情報データベースシステムにかかるサービス提供業務委託長期継続にかかる支出について（平成26年12月分）
243,000

経済戦略局 企画課 平成27年01月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 負担金、補助及交付金　分担金 観光事業用　大坂の陣400年プロジェクト（大坂の陣400年天下一祭）事業にかかる経費の支出について
50,000,000

経済戦略局 企画課 平成27年01月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 平成26年度産業振興・中小企業支援施策の企画推進サポート業務にかかる経費の支出について（第４四半期分）
4,155,173

経済戦略局 観光課 平成27年01月21日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度　パフォーマーライセンス制度の推進事業の分担金の支出について
4,200,000

経済戦略局 観光課 平成27年01月26日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　市内出張等交通費の支出について（１０月分）
194,817

経済戦略局 観光課 平成27年01月28日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　熊本県熊本市への出張旅費の支出について
86,040

経済戦略局 観光課 平成27年01月28日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟における事務用後納郵便料金（12月分）の支出について
87,369

経済戦略局 観光課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 負担金、補助及交付金　分担金 観光事業用大阪観光局事業にかかる経費の支出について（第4四半期分）
62,500,000

経済戦略局 観光課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
2,590

経済戦略局 観光課 平成27年01月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
82

経済戦略局 文化課 平成27年01月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 需用費　光熱水費 東洋陶磁美術振興基金管理施設維持管理用電気使用料の支出について（１２月分）
1,965

経済戦略局 文化課 平成27年01月07日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立科学館の管理運営業務にかかる委託料の支出について（第４四半期分）
38,177,000

経済戦略局 文化課 平成27年01月07日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立美術館ほか３施設の管理運営業務にかかる委託料の支出について（第４四半期分）
244,128,000

経済戦略局 文化課 平成27年01月07日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 委託料　委託料 大阪新美術館建設準備室美術作品保管業務委託経費の支出について（11月分）
1,658,880

経済戦略局 文化課 平成27年01月09日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 役務費　損害保険料 市民キュレーターによる展覧会における賠償責任保険経費の支出について（平成27年1月12日～平成27年1月25日分）
30,000

経済戦略局 文化課 平成27年01月13日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 博物館改革用　地方独立行政法人化に関する協議にかかる東京への管外出張旅費の支出について（平成２６年１２月１２日実施分）
29,240

経済戦略局 文化課 平成27年01月14日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 第2回大阪市中央公会堂指定管理予定者選定委員会委員謝礼の支出について
67,040

経済戦略局 文化課 平成27年01月16日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 大阪市中央公会堂レストラン事業者選定委員会委員謝礼（３名）の支出について
48,935

経済戦略局 文化課 平成27年01月16日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 備品購入費　機械器具費 中央公会堂展示室用一面型ガラスハイケース（ノンエアータイト式）ほか１点買入にかかる経費の支出について
3,564,000

経済戦略局 文化課 平成27年01月21日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　公益財団法人文楽協会補助金の支出について（活動費補助５月～６月分）
520,767

経済戦略局 文化課 平成27年01月22日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 委託料　委託料 平成26年度サントリーポスターコレクション作品保管業務委託経費の支出について（12月分）
857,113

経済戦略局 文化課 平成27年01月22日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 使用料及賃借料　使用料 近代美術館（仮称）美術作品等管理・学術研究用電子計算機処理システム一式借入経費の支出について（12月分）
13,608

経済戦略局 文化課 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 文化課業務にかかる市内出張等交通費の支出について（１１月分）
46,926

経済戦略局 文化課 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 泉布観地区維持管理用水道料金の支出について（１２月分）
1,026

経済戦略局 文化課 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 泉布観地区維持管理用水道料金の支出について（１２月分）
594

経済戦略局 文化課 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 泉布観警備業務委託（長期継続）にかかる委託料の支出について（１０～１２月分）
30,456

経済戦略局 文化課 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立芸術創造館施設管理業務委託料の支出について（第3四半期）
6,683,000

経済戦略局 文化課 平成27年01月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 需用費　印刷製本費 「市民キュレーターによるミニ展覧会」広報用チラシ印刷経費の支出について
62,640

経済戦略局 文化課 平成27年01月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 報償費　報償金 （重要文化財）絹本著色潮干狩図美術工芸品保存修理事業の修理監督にかかる報償金の支出について
45,020

経済戦略局 文化課 平成27年01月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 委託料　委託料 東洋陶磁美術振興基金管理施設機械警備業務委託（長期継続）にかかる委託料の支出について（１２月分）
3,240

経済戦略局 文化課 平成27年01月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 大阪市中央公会堂レストラン事業者選定委員会委員謝礼（１名）の支出について
16,825

経済戦略局 文化課 平成27年01月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 報償費　報償金 大阪市中央公会堂展示室オープン記念講演会にかかる講師謝礼の支出について
12,200

経済戦略局 文化課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 文化部文化振興グループ事務用市内出張交通費の支出について（8月分）
38,740

経済戦略局 文化課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 文化部事務用　後納郵便料金（1２月分）の支出について
70,210

経済戦略局 文化課 平成27年01月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 需用費　消耗品費 平成26年度新美術館研究資料用国内雑誌の購入経費の支出について（平成27年1月分）
14,500

経済戦略局 文化課 平成27年01月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 需用費　消耗品費 大阪新美術館研究資料用海外雑誌の購入経費の支出について（１月分）
37,044

経済戦略局 文化課 平成27年01月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 使用料及賃借料　使用料 大阪市中央公会堂展示室オープン記念特別見学会・講演会・演奏会に係る会場使用料の支出について
312,220

経済戦略局 文化課 平成27年01月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 備品購入費　展示品購入費 大阪歴史博物館展示用朝鮮通信使関係資料（大阪歴史博物館）買入経費の支出について
193,300,000

経済戦略局 立地推進担当 平成27年01月06日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 立地推進担当用　乾式電子複写機の使用にかかる経費の支出について（１１月分）
13,137

経済戦略局 立地推進担当 平成27年01月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 立地推進担当用　企業誘致施策等推進にかかる職員の管外出張（１２／２２）経費の支出について
29,400

経済戦略局 立地推進担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 「国家戦略特区」提案等に係る国家戦略特区ワーキンググループヒアリングにかかる管外出張旅費の支出について
29,010

経済戦略局 立地推進担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 アジア太平洋トレードセンター光熱費（ビジネスサポートオフィス分）の支出について（１２月分）
58,792

経済戦略局 立地推進担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 立地推進担当用　アジア太平洋トレードセンター構内配線使用料（ビジネスサポートオフィス用）の支出について（１２月分）
3,240

経済戦略局 立地推進担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 立地推進用　アジア太平洋トレードセンター賃借料の支出に係る支出について（ビジネスサポートオフィス）（２月分）
1,017,960

経済戦略局 立地推進担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 平成26年度　企業誘致施策推進にかかる職員の愛知出張経費の支出について
10,860

経済戦略局 立地推進担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 平成26年度　企業誘致施策推進等にかかる職員の東京出張経費の支出について
39,340
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経済戦略局 立地推進担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 平成26年度　企業誘致施策推進等にかかる職員の滋賀出張経費の支出について
1,940

経済戦略局 事業創出担当 平成27年01月19日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 平成26年度クリエイティブ産業創出・育成支援事業業務委託にかかる支出について（4回目／全4回）
17,267,763

経済戦略局 事業創出担当 平成27年01月19日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 平成26年度ソフト産業プラザ事業業務委託にかかる支出について（4回目／全4回）
11,361,891

経済戦略局 事業創出担当 平成27年01月19日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 平成26年度成長産業分野における事業化プロジェクト支援事業～大阪トップランナー育成事業～業務委託にかかる支出について（第４四半期分）
24,599,284

経済戦略局 事業創出担当 平成27年01月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪駅前第３ビル１６階本市区分所有施設の管理費及び修繕積立金にかかる支出について（１月分）
392,643

経済戦略局 事業創出担当 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 事業創出担当業務にかかる市内出張交通費等の支出について（１１月分）
7,960

経済戦略局 事業創出担当 平成27年01月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　光熱水費 大阪デザイン振興プラザ事業にかかる光熱費・空調費（平成26年12月分）の支出について
126,862

経済戦略局 事業創出担当 平成27年01月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ソフト産業プラザ事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成27年2月分）
6,817,036

経済戦略局 事業創出担当 平成27年01月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 クリエイティブ産業創出・育成支援事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
2,743,567

経済戦略局 事業創出担当 平成27年01月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪デザイン振興プラザ事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成27年2月分）
16,825,142

経済戦略局 事業創出担当 平成27年01月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 エイジレスセンター（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成27年2月分）
30,906,866

経済戦略局 事業創出担当 平成27年01月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 おおさかＡＴＣグリーンエコプラザ（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成27年2月分）
18,406,440

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年01月13日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 役務費　通信運搬費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する電話回線の使用にかかる経費の支出について（12月分）
26,725

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年01月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 旅費　普通旅費 地域イノベーション戦略支援プログラム中間評価にかかる東京ヒアリング等への出張経費の支出について
29,240

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報償費　報償金 （仮称）グローバルイノベーションファンドに係る法律相談業務（１２月分）の支出について
103,680

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報償費　報償金 （仮称）グローバルイノベーションファンドに係る法律相談業務（１１月分）における支出について
213,840

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年01月29日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 需用費　光熱水費 大阪イノベーションハブにおける電気代の支出について（平成26年12月分）
91,675

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年01月29日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 株式会社ＫＭＯとの定期賃貸借契約に係る経費の支出について（平成27年2月分）
2,236,878

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年01月29日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 負担金、補助及交付金　分担金 株式会社ＫＭＯとの定期賃貸借契約に係る経費の支出について（平成27年2月分）
745,626

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 需用費　光熱水費 大学と連携した人材育成中核拠点用大阪駅前第２ビル光熱費（１２月分）の支出について
29,436

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年01月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 負担金、補助及交付金　分担金 大学と連携した人材育成中核拠点用大阪駅前第２ビル分担金（１月分）の支出について
1,080,559

経済戦略局 国際担当 平成27年01月07日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 負担金、補助及交付金　会費 外国青年招致事業用　平成２６年度JETプログラム日本語講座集合研修（中国語・韓国語）にかかる負担金（会費）の支出について
16,250

経済戦略局 国際担当 平成27年01月08日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　特別旅費 外国青年招致事業用　JETプログラム日本語講座（翻訳・通訳コース）集合研修（英語）参加に係る出張旅費の支出について（12/8～12）
1,940

経済戦略局 国際担当 平成27年01月08日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　特別旅費 外国青年招致事業用　JETプログラム中間研修参加に係る出張旅費の支払いについて（12/1～3）
93,960

経済戦略局 国際担当 平成27年01月08日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 国際交流企画用　乾式電子複写機の使用に係る経費の支出について（平成26年11月分）
43,538

経済戦略局 国際担当 平成27年01月15日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 負担金、補助及交付金　海外事務所運営分担金 海外事務所の運営にかかる第４回大阪市分担金の支出について（第4四半期分）
4,126,000

経済戦略局 国際担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 委託料　委託料 平成26年度ビジネスパートナー都市交流事業業務委託にかかる委託料の支出について　　（第３回目分/全３回）
11,814,840

経済戦略局 国際担当 平成27年01月16日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 貿易振興事業費 委託料　委託料 平成26年度中小企業海外販路開拓総合支援事業業務委託にかかる委託料の支出について　（第４回目分/全４回）
10,790,278

経済戦略局 国際担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員（翻訳・通訳）及び国際交流員にかかる市内出張等交通費の支出について（１２月分）
3,241

経済戦略局 国際担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 国際担当市内等出張交通費９月分の支出について
17,763

経済戦略局 国際担当 平成27年01月19日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 貿易振興費 旅費　普通旅費 国際担当市内等出張交通費９月分の支出について
12,266

経済戦略局 国際担当 平成27年01月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度一般財団法人自治体国際化協会への分担金の支出について
78,000,000

経済戦略局 国際担当 平成27年01月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ輸入住宅促進センター事業にかかる不動産賃借料の支出について(平成27年2月分）
14,043,376

経済戦略局 国際担当 平成27年01月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 貿易振興費 旅費　普通旅費 国際担当所管業務にかかる出張経費の支出について
154,040

経済戦略局 国際担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 国際担当市内等出張交通費１０月分の支出について
21,614

経済戦略局 国際担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 委託料　委託料 「OSAKA留学生ネット」保守及び運用支援業務委託にかかる経費の支出について（１２月分）
32,400

経済戦略局 国際担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 貿易振興費 旅費　普通旅費 国際担当市内等出張交通費１０月分の支出について
7,984

経済戦略局 地域産業課 平成27年01月09日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 大阪皮革産業会館にかかる石綿含有建材使用状況調査業務委託における委託料の支出について
518,400

経済戦略局 地域産業課 平成27年01月14日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 需用費　消耗品費 大阪市中小企業技能功労者表彰式にかかるつぼ花買入経費の支出について
17,280

経済戦略局 地域産業課 平成27年01月14日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 工業研究所費 負担金、補助及交付金　交付金 平成26年度地方独立行政法人大阪市立工業研究所運営費交付金の支出について（第４四半期分）
239,417,000

経済戦略局 地域産業課 平成27年01月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 工業研究所事業費 負担金、補助及交付金　交付金 平成26年度地方独立行政法人大阪市立工業研究所運営費交付金の支出について（第４四半期分）
9,160,000

経済戦略局 地域産業課 平成27年01月19日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 平成26年度もとゆとり健康創造館樹木剪定及び薬剤散布等業務委託の実施にかかる委託料の支出について
203,040

経済戦略局 地域産業課 平成27年01月20日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 此花小売市場民営活性化事業施設用地賃借料の支出について（１２月分）
1,928,744

経済戦略局 地域産業課 平成27年01月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 大阪卸売業活力向上事業にかかる講師謝金の支出について
23,280

経済戦略局 地域産業課 平成27年01月22日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 委託料　委託料 平成２６年度浪速西工場アパート昇降機保守点検業務委託にかかる経費の支出について（第３四半期分）
60,750

経済戦略局 地域産業課 平成27年01月22日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 委託料　委託料 平成26年度浪速購買施設エレベーター設備保守点検業務委託にかかる支出について（１０～１２月分）
74,520

経済戦略局 地域産業課 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 需用費　消耗品費 地域産業課施設管理用標識テープ外１点買入にかかる経費の支出について
9,028

経済戦略局 地域産業課 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 需用費　消耗品費 地域産業課施設管理用軍手外２点買入にかかる経費の支出について
39,960
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経済戦略局 地域産業課 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 需用費　消耗品費 地域産業課施設管理用ごみ袋外５点買入にかかる経費の支出について
61,743

経済戦略局 地域産業課 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度大阪市中小企業技能功労者表彰にかかる会場使用料等経費の支出について
217,056

経済戦略局 地域産業課 平成27年01月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　建物修繕料 本庄小売市場民営活性化事業施設屋上漏水修繕にかかる支出について
411,480

経済戦略局 地域産業課 平成27年01月26日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課（工業担当）市内出張交通費等の支出について（平成26年10月分）
36,115

経済戦略局 地域産業課 平成27年01月26日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課（工業担当）市内出張交通費等の支出について（平成26年11月分）
33,694

経済戦略局 地域産業課 平成27年01月26日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 需用費　印刷製本費 大阪市中小企業技能功労者表彰式の写真撮影等業務委託の経費の支出について
63,180

経済戦略局 地域産業課 平成27年01月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 委託料　委託料 平成26年度もと玉出公設市場機械警備業務委託にかかる支出について（１２月分）
51,300

経済戦略局 地域産業課 平成27年01月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 旅費　普通旅費 地域産業課（農業）事務用市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
16,126

経済戦略局 地域産業課 平成27年01月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 旅費　普通旅費 地域産業課（農業）事務用市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
18,466

経済戦略局 地域産業課 平成27年01月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 旅費　普通旅費 地域産業課（農業）事務用市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
790

経済戦略局 地域産業課 平成27年01月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 旅費　普通旅費 地域産業課（農業）事務用市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
220

経済戦略局 地域産業課 平成27年01月29日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 平成２６年度もとゆとり健康創造館機械警備業務委託にかかる委託料の支出について（平成２６年１２月分）
34,992

経済戦略局 地域産業課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 報酬　其他委員等報酬 大阪市大規模小売店舗立地審議会用　委員報酬の支出について（平成２６年１１月１２日分）
75,660

経済戦略局 地域産業課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 旅費　費用弁償 大阪市大規模小売店舗立地審議会用　委員報酬の支出について（平成２６年１１月１２日分）
6,340

経済戦略局 地域産業課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 役務費　筆耕翻訳料 大阪市大規模小売店舗立地審議会議事録作成業務委託の支出について（平成26年9月5日開催分）
44,064

経済戦略局 地域産業課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 此花小売市場民営活性化事業施設用地賃借料の支出について（１０～１２月分）
204,531

経済戦略局 農業委員会 平成27年01月08日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 需用費　消耗品費 農業委員業務用２０１５年農業委員手帳の購入経費の支出について
11,106

経済戦略局 計量検査所 平成27年01月15日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 計量検査所事務用複写関連消耗品（コピー代金）経費の支出について（１１月分）
5,928

経済戦略局 計量検査所 平成27年01月15日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 計量検査所事務用複写関連消耗品（コピー代金）経費の支出について（１０月分）
8,835

経済戦略局 計量検査所 平成27年01月15日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービス長期継続に係る支出について（１０月分）
5,130

経済戦略局 計量検査所 平成27年01月15日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービス長期継続に係る支出について（１１月分）
5,130

経済戦略局 計量検査所 平成27年01月16日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 旅費　普通旅費 計量検査所業務用市内出張交通費等の支出について（７～９月分）
40,528

経済戦略局 計量検査所 平成27年01月22日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　電気料金の支払いについて（平成２６年１２月分）
110,089

経済戦略局 計量検査所 平成27年01月22日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 委託料　委託料 平成26年度大阪市八幡屋センタービルねずみ及び害虫防除維持管理業務委託の支出について（第１半期分）
54,993

経済戦略局 計量検査所 平成27年01月22日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 委託料　委託料 平成26年度計量検査所パッケージ形空気調和機保守点検業務委託（その２）の支出について（第１半期分）
116,100

経済戦略局 計量検査所 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 報償費　報償金 計量啓発事業用　平成26年度計量モニター事業にかかる謝礼金の支出について
13,000

経済戦略局 計量検査所 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 旅費　普通旅費 計量検査所業務用市内出張交通費等の支出について（１０月分）
9,266

経済戦略局 計量検査所 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　水道料金の支払いについて（１２月分）
3,440

経済戦略局 計量検査所 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　水道料金の支払いについて（１２月分）
1,719

経済戦略局 計量検査所 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 旅費　普通旅費 計量検査所業務用市内出張交通費等の支出について（１１月分）
9,324

経済戦略局 計量検査所 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 計量検査所事務用　郵便後納料金の支払いについて（１２月分）
10,487

経済戦略局 計量検査所 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 委託料　委託料 平成２６年度特定計量器定期検査業務の委託料の支出について（４回目／全４回）
9,121,950

経済戦略局 計量検査所 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 使用料及賃借料　使用料 計量器定期検査業務用特定計量器定期検査事務管理システムソフトウェア借入経費の支出について（１２月分）
48,300

経済戦略局 計量検査所 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 使用料及賃借料　使用料 計量器定期検査業務用特定計量器定期検査事務管理システム機器借入の経費の支出について（１２月分）
21,882

経済戦略局 企業支援課 平成27年01月15日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 報償費　報償金 平成26年度第２回大阪産業創造館指定管理予定者選定委員会にかかる委員報償金の支出について（平成２６年１２月１１日開催）
50,995

経済戦略局 企業支援課 平成27年01月15日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 旅費　普通旅費 企業支援課業務にかかる市内出張旅費（１１月分）の支出について
9,402

経済戦略局 企業支援課 平成27年01月16日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 役務費　通信運搬費 企業支援事務用 大阪市庁内情報通信ネットワークにおける小規模事業者向け通信サービスにかかる通信運搬費の支出について（平成26年11月分）
5,130

経済戦略局 企業支援課 平成27年01月16日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 負担金、補助及交付金　交付金 平成26年度「創業・新事業創出・経営革新支援事業」にかかる交付金の支出について（第4四半期分）
85,657,000

経済戦略局 企業支援課 平成27年01月20日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 委託料　委託料 大阪産業創造館施設管理運営事業にかかる委託料の支出について（４回目／全４回）
72,078,332

経済戦略局 企業支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 報償費　報償金 大阪市新事業分野開拓事業者認定事業有識者会議（平成26年12月15日）の講師謝金の支出について
76,380

経済戦略局 企業支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 需用費　消耗品費 企業支援事務用朝日新聞外１紙（平成２６年１０月～１２月分）　買入経費の支出について
26,274

経済戦略局 企業支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について（１０月分）
13,371

経済戦略局 企業支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 需用費　消耗品費 企業支援事務用読売新聞　（平成２６年１０月～１２月分）　買入経費の支出について
12,111

経済戦略局 企業支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 役務費　通信運搬費 企業支援事務用 後納郵便利用料の支出について（１２月分）
820

経済戦略局 企業支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 役務費　通信運搬費 企業支援事務用 大阪市庁内情報通信ネットワークにおける小規模事業者向け通信サービスにかかる通信運搬費の支出について（平成26年12月分）
5,130

経済戦略局 企業支援課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について（１０月分）
19,301

経済戦略局 金融課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 金融課事務参考用　産経新聞（平成２６年１０月～平成２６年月１２月分）の購読にかかる支出について
12,111

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 スポーツ情報・施設ネットワークシステム用　回線使用料（１１月分）支出について
470,598
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経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月06日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度阿倍野スポーツセンター管理費等の分担金の支出について（1月分）
4,058,891

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月08日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムＡＳＰサービス提供一式　長期継続料の支出について（11月分）
369,053

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月08日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムＡＳＰサービス提供一式　長期継続料の支出について（11月分）
742,618

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月08日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムＡＳＰサービス提供一式　長期継続料の支出について（11月分）
16,929

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月19日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
8,838

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月19日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オータム・チャレンジ・スポーツ2014にかかる会場使用料の支出について（浪速スポーツセンター）
39,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　競技力向上事業補助金の支出について（大阪市弓道協会）
232,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 報償費　報償金 第６回大阪市経済戦略局スポーツ施設指定管理予定者選定会議の委員報償金の支出について（平成26年12月22日実施分）
64,020

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　普通旅費 スポーツ事務用　市内出張等交通費（１１月分）の支出について
84,822

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務参考用　毎日新聞（平成26年10月～平成26年12月）の買入にかかる経費の支出について
36,333

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務参考用　産経新聞（平成26年10月～平成26年12月）の買入にかかる経費の支出について
36,333

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成26年度ウオーキングイベント企画運営業務委託にかかる経費の支出について（2回目：8月～11月実施分／3回払い）
2,060,100

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 スポーツ施設管理用　淀川スポーツセンターに係る不動産賃借料の支出について（１月分）
13,880,592

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

旅費　其他委員等旅費 スポーツ事務用　市内出張等交通費（１１月分）の支出について
1,280

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成26年度 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムに係る電子媒体等警備輸送業務委託料の支出について（１２月分）
67,050

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　消耗品費 第30回Ｊリーグ関係自治体等連絡協議会にかかる会議等経費（資料代）の支出について
2,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムＡＳＰサービス提供一式　長期継続料の支出について（12月分）
369,053

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　競技力向上事業補助金の支出について（大阪市ボウリング協会）
375,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムＡＳＰサービス提供一式　長期継続料の支出について（12月分）
742,618

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムＡＳＰサービス提供一式　長期継続料の支出について（12月分）
16,929

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立修道館及び大阪城弓道場管理業務代行料の支出について（第４四半期分）
17,163,662

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立東淀川体育館他３施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期）
5,961,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立生野スポーツセンターほか２施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期）
21,779,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料
スポーツ施設管理用　大阪市立東住吉スポーツセンター・大阪市立西屋内プール・大阪市立阿倍野屋内プール管理運営にかかる業務代行料の支出について（第3四半期
分） 7,393,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立浪速スポーツセンター及び浪速屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第３期四半期分）
31,998,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料
平成26年度鶴見スポーツセンター・大阪市立鶴見緑地プール・大阪市立鶴見緑地庭球場・球技場・運動場の管理運営にかかる業務代行料の支出について　（第３四半期
分） 10,644,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立千島体育館ほか３施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期）
4,167,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立千島体育館ほか３施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期）
3,050,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料
スポーツ施設管理用東成スポーツセンター・旭スポーツセンター・東成屋内プール・旭屋内プールその他2施設管理運営にかかる業務代行料の支出について（第３四半期
分） 26,099,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料
スポーツ施設管理用東成スポーツセンター・旭スポーツセンター・東成屋内プール・旭屋内プールその他2施設管理運営にかかる業務代行料の支出について（第３四半期
分） 22,369,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料
スポーツ施設管理用　大阪市立東住吉スポーツセンター・大阪市立西屋内プール・大阪市立阿倍野屋内プール管理運営にかかる業務代行料の支出について（第3四半期
分） 13,151,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　南港中央野球場及び南港中央庭球場管理運営業務代行料の支出について（第３四半期分）
4,706,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立住之江スポーツセンター管理運営業務代行料の支出について（第３四半期）
5,730,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立天王寺スポーツセンターほか２施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期分）
6,875,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料
スポーツ施設管理用　大阪市立東住吉スポーツセンター・大阪市立西屋内プール・大阪市立阿倍野屋内プール管理運営にかかる業務代行料の支出について（第3四半期
分） 16,149,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立東淀川体育館他３施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期）
2,445,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立此花スポーツセンター他２施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期）
15,108,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立西淀川スポーツセンターほか３施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期）
32,421,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立西淀川スポーツセンターほか３施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期）
2,731,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立千島体育館ほか３施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期）
23,463,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立東淀川体育館他３施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期）
21,969,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立生野スポーツセンターほか２施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期）
10,970,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立天王寺スポーツセンターほか２施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期分）
50,223,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立此花スポーツセンター他２施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期）
15,015,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立西淀川スポーツセンターほか３施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期）
2,489,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立北スポーツセンター他２施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期分）
19,143,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立淀川屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第３四半期分）
4,442,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立都島スポーツセンター他３施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期分）
3,911,000
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経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立中央スポーツセンター他３施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期分）
18,338,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立中央スポーツセンター他３施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期分）
5,389,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立中央スポーツセンター他３施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期分）
4,578,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立都島スポーツセンター他３施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期分）
23,686,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立北スポーツセンター他２施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期分）
14,720,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　八幡屋公園及び大阪市中央体育館ほか１施設管理運営業務代行料の支出について（第４四半期分）
141,321,702

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立都島スポーツセンター他３施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期分）
3,203,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料
平成26年度鶴見スポーツセンター・大阪市立鶴見緑地プール・大阪市立鶴見緑地庭球場・球技場・運動場の管理運営にかかる業務代行料の支出について　（第３四半期
分） 50,103,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立此花スポーツセンター他２施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期）
4,518,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度阿倍野スポーツセンター管理費等の分担金の支出について（２月分）
4,058,891

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　八幡屋公園及び大阪市中央体育館ほか１施設管理運営業務代行料の支出について（第４四半期分）
23,493,196

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 スポーツ部事務用　後納郵便料金（１２月分）の支出について
51,307

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度スポーツ施設予約システム機器４機種借入（再リース）の支出について（12月分）
4,179

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 スポーツ情報・施設利用ネットワークシステム機器一式　長期借入料の支出について（平成26年12月分）
1,679,701

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 スポーツ情報・施設利用ネットワークシステム機器一式　長期借入料の支出について（平成26年12月分）
191,567

経済戦略局 スポーツ課 平成27年01月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 スポーツ情報・施設利用ネットワークシステム機器一式　長期借入料の支出について（平成26年12月分）
10,200

経済戦略局 南港市場 平成27年01月05日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 市場運営用会議室（大会議室）電話料金の支出について（11月分）
1,094

経済戦略局 南港市場 平成27年01月05日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 市場運営用北門守衛所電話料金の支出について（11月分）
1,094

経済戦略局 南港市場 平成27年01月05日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 市場運営用資材庫電話料金の支出について（11月分）
1,094

経済戦略局 南港市場 平成27年01月05日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 公課費　公課費 平成26年度分消費税中間納付の支出について
2,195,100

経済戦略局 南港市場 平成27年01月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 報酬　其他委員等報酬 市場管理用大阪市特別参与（南港市場の改革方針検討）にかかる報酬の支出について（12月分）
17,460

経済戦略局 南港市場 平成27年01月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 旅費　普通旅費 市場運営用基本的方向性検討のための特別参与との打合せにともなう旅費の支出について
30,580

経済戦略局 南港市場 平成27年01月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 旅費　普通旅費 市場運営用南港市場の基本的方向性の検討にあたり、民間業者から詳細な聞き取りを行うための出張にともなう旅費の支出について
28,900

経済戦略局 南港市場 平成27年01月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（１１月分）
7,197

経済戦略局 南港市場 平成27年01月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
3,150

経済戦略局 南港市場 平成27年01月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場構内等清掃等業務委託費の支出について（12月分）
665,999

経済戦略局 南港市場 平成27年01月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場胃内容物処理等業務委託費の支出について（12月分）
314,999

経済戦略局 南港市場 平成27年01月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場とちく関連処理等業務委託費の支出について（12月分）
3,996,000

経済戦略局 南港市場 平成27年01月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用袋付き結さつバンドの購入経費の支出について
996,300

経済戦略局 南港市場 平成27年01月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成２６年度大阪市中央卸売市場南港市場空調設備保守点検等業務委託の実施及び所要経費の支出について（１２月分）
376,380

経済戦略局 南港市場 平成27年01月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場冷蔵庫設備運転管理業務委託の実施及び同経費の支出について（１２月分）
540,000

経済戦略局 南港市場 平成27年01月21日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用塩化第２鉄下半期買入（概算契約）の実施及び所要経費の支出について（１２月分）
342,727

経済戦略局 南港市場 平成27年01月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用新聞購読経費の支出について（１０～１２月分）
25,638

経済戦略局 南港市場 平成27年01月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用高分子凝集剤下半期買入（概算契約）の実施及び所要経費の支出について（１２月分）
140,940

経済戦略局 南港市場 平成27年01月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用新聞購読経費の支出について（１０～１２月分）
12,111

経済戦略局 南港市場 平成27年01月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　燃料費 施設管理用灯油第３四半期買入（概算契約）の実施及び所要経費の支出について（１２月分）
474,660

経済戦略局 南港市場 平成27年01月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　印刷製本費 施設管理用陽画焼付外１点経費の支出について
1,587

経済戦略局 南港市場 平成27年01月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設管理用南港市場福利厚生棟保安室電気使用にかかる費用の支出について（１１月分）
2,581

経済戦略局 南港市場 平成27年01月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場市場施設衛生管理業務委託費の支出について（１２月分）
759,599

経済戦略局 南港市場 平成27年01月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場施設警備業務委託の実施及び経費の支出について（１２月分）
3,197,880

経済戦略局 南港市場 平成27年01月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場バス運行業務委託（概算契約）の支出について（１２月分）
1,112,832

経済戦略局 南港市場 平成27年01月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成２６年度大阪市中央卸売市場南港市場焼却処理施設運転管理業務委託の実施及び所要経費の支出について（１２月分）
1,262,520

経済戦略局 南港市場 平成27年01月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場ボイラー設備運転管理業務委託の実施及び同経費の支出について（１２月分）
541,620

経済戦略局 南港市場 平成27年01月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設維持管理用大阪市中央卸売市場南港市場中央監視業務委託費の支出について（１２月分）
2,955,420

経済戦略局 南港市場 平成27年01月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用カラープリンタ長期借入経費の支出について（１２月分）
1,680

経済戦略局 南港市場 平成27年01月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用ファクシミリ機器長期借入経費の支出について（１２月分）
11,383

経済戦略局 南港市場 平成27年01月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（１２月分）
3,126

経済戦略局 南港市場 平成27年01月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（１２月分）
10,849
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経済戦略局 南港市場 平成27年01月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（１２月分）
58,830

経済戦略局 南港市場 平成27年01月23日 食肉市場事業会計 事業費 施設整備費 施設整備費 工事請負費　改修工事費 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場汚水処理設備改修工事費の支出について
17,064,000

経済戦略局 南港市場 平成27年01月26日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用カラーデジタル複合機コピー代の支出について（１２月分）
26,287

経済戦略局 南港市場 平成27年01月26日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用工業用水道の支払いについて（12月分）
486,734

経済戦略局 南港市場 平成27年01月26日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用下水道料金の支払いについて（12月分）
7,672,460

経済戦略局 南港市場 平成27年01月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（１２月分）
5,672

経済戦略局 南港市場 平成27年01月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用銃砲火薬の購入経費の支出について（12月分）
249,480

経済戦略局 南港市場 平成27年01月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 南港市場産業廃棄物（燃え殻） 終処分にかかる所要経費の支出について（第9回）
16,632

経済戦略局 南港市場 平成27年01月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 南港市場産業廃棄物（ばいじん） 終処分にかかる所要経費の支出について（第9回）
16,632

経済戦略局 南港市場 平成27年01月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場技術職員作業衣等洗濯業務委託費の支出について（12月分）
313,498

経済戦略局 南港市場 平成27年01月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場解体室等清掃業務委託費の支出について（12月分）
4,521,869

経済戦略局 南港市場 平成27年01月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場雑排水管設備等清掃等業務委託費の支出について（12月分）
1,087,020

経済戦略局 南港市場 平成27年01月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成２６年度大阪市中央卸売市場南港市場汚水処理施設運転管理業務委託（その２）の実施及び所要経費の支出について（１２月分）
2,694,600

経済戦略局 南港市場 平成27年01月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用南港市場豚内臓処理等業務委託の実施及び同経費の支出について（12月分）
830,550

経済戦略局 南港市場 平成27年01月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用南港市場牛内臓処理等業務委託の実施及び同経費の支出について（第3四半期分）
7,494,000

経済戦略局 南港市場 平成27年01月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（動物系固形不要物・汚泥）処分業務委託費の支出について（12月分）
7,366,950

経済戦略局 南港市場 平成27年01月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用南港市場牛頭部粉砕業務委託の実施及び同経費の支出について（12月分）
358,020

経済戦略局 南港市場 平成27年01月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（動物系固形不要物・汚泥）収集運搬業務委託費の支出について（12月分）
1,694,024

経済戦略局 南港市場 平成27年01月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）の支出について（１２月分）
3,281,472

経済戦略局 南港市場 平成27年01月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（燃え殻・ばいじん）収集運搬業務委託費の支出について（12月分）
38,880

経済戦略局 南港市場 平成27年01月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場自動体外式除細動器（AED)一式長期借入契約の所要経費の支出について（１２月分）
4,968

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（10月分）
43,650

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（10月分）
172,466

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（10月分）
121,250

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　費用弁償 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（10月分）
29,260

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　費用弁償 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（10月分）
113,098

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年01月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　費用弁償 大阪府市特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（10月分）
153,742

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年01月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 大阪府市大都市局事務用　市内等出張交通費の支出について（11月分）
58,321

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　毎日新聞他１点の購入及び同経費の支出について【10～12月分】
25,638

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 大阪府市大都市局事務用　庁内情報利用パソコン借入経費の支出について（長期借入）
225,915

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年01月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 大阪府市大都市局事務用　庁内情報利用パソコン（２７台）借入経費の支出について【１２月分】
38,969

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年01月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　通信運搬費 大阪府市大都市局事務用　料金後納郵便経費の支出について（12月分）
22,328

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年01月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　食糧費 大阪府市大都市局事務用　小口支払基金繰入金の支出について（平成26年12月分）
4,386


